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住吉堤防増築創立画集

明治25(1892)年から29年にかけて、那珂川の堤防を修築し、公園を整備した事業の、関

だいせん

係資料を巻子l巻にまとめたもの。資料名は題筆による。

この事業は博多・下川端町で漬物屋「金山堂jを経営していた商人八尋利兵衛らが中心となり、

那珂川を東京の隅田川になぞらえ、当時「六丁細手jと呼ばれていた那珂郡住吉村(現在の博多

区住吉1・2丁目)の那珂川沿いに、東京・向島を まねた公園を造ろうとしたものである 。本資

料には堤防築造予定図や、福岡県庁や警察署、住吉村役場、住吉村住民らと取り交わした書

類の他、工事の経過を伝える新聞記事の切り 抜き 17点、竣工後に建設しよ うとした記念碑の

案3件などが載せられている。 (本文233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「チャイナタウン展Jを開催し、横浜・神戸・長

崎の三大中華街や琉球王国の那覇とともに、博多にあった日本最初のチャイナタウンを

とりあげました。

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12年度までの収集分のうち、 104，179件を掲載しました。本目録では、

平成13年度の寄贈・寄託・購入資料3，437件と、『収蔵品目録18jに引き続いて、平成

10年度に寄贈を受けました中村洋一資料のうち 1，193件と、平成5年度に購入した旧吉

川観方コレクションの一部3，162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16年3月

福岡市博物館副館長 田坂大蔵



〈凡 例〉

1.本目録では、平成13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)曇とした

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)2001P1234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.絵画は、名称、時代、作者、品質・形状、法量、員数、備考の項を設けた。

7.染織は、名称、時代、材質、法量、員数、備考の項を設けた。

8.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。

9.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。

10.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) 名称、時代、製作者(作者)・制作地・使用地、品質・形状、法量、員数、備考の項を設けそれぞれの項目を各

分類に応じて適宜記した。

(4) 備考には、用途等を記した。

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

したものもある。
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9. 武部自ー資料
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寄贈資料

10. 野間吉夫資料(追加分) 11 . 伊藤博子資料

5縫い笠(菅笠)

過酷

8押さえ笠(蒲葵笠) 3かもじ(八姫) 5鴛詩草花文様螺釧櫛 6草花文様螺釦|升:

12. 有久直幸資料
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寄贈資料

14. 瀧一郎資料(追加分) 15. 吉木久吉資料

陶製手楠i]lii 4 カーテンデザイン集

16. 高田茂贋資料(追加分)

2.1緑刺徳利 31吹塗内朱塗五段剖子弁当
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寄贈資料

17. 五十川弥文資料(追加分) 18. 肥塚薫資料

l布海苔

2児童用椅子

19. 戸次秀之資料

l新京市街地図
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寄託資料

〈寄託資料〉
1 . 石橋興市郎資料

(奥)1朱漆塗御所車菊花文重箱

(手前右)2朱漆塗草花文金蒔絵割子付猫足膳重箱

(左)3朱漆塗松竹梅草花文金蒔絵置台 ・朱漆亀文三ツ組盃

2. 青木上ノ原八雲神社絵馬保存会資料

l競馬図絵馬
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6. 古文書

購入資料
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購入資料
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購入資料

10. 広告類

lポスター「大連j

2ポスター「決戦下 郷く海軍記念日J

(22) 

11 . 写真
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購入資料
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平成10年度収集寄贈資料

12. その他

〈平成10年度収集寄贈資料〉
中村洋一資料

2 *3囲内国勧業博覧会役員姓名表

631ウメ毘人テ、ンカ外2本 1179 3人のゴースト外3本

(24) 



< 資料解題>





〈寄贈資料〉

1.小森正也資料

(寄贈者)笠井容子

(現住所)福岡市早良区有田

寄贈者の父故小森正也氏が収集した郷土玩具のコレクシ

ヨン。出張や旅行の際に民芸品唐で購入したものが大部分

を占める。戦後の郷土玩具・民芸ブームのなかで、郷土玩

具関係の書籍を参考に拡充してきたコレクションで、その

成長の様子を窺うことのできる資料群である。

2.水崎雄文資料

(寄贈者)水崎雄文

(現住所)福岡市早良区原

寄贈者が、県立福岡高等学校および県立修猷館高等学校

に勤務していたときに、社会科の教材室に残されていた資

料。教材室にあった経緯は不明だが、廃棄されることにな

ったものを水崎氏が収集し、保管していた。絵葉書は福岡

高等学校、数学関係の書籍と『史学雑誌』は修猷館高等学

校の社会科教材室にあったもの。

3.ユニバーシアード福岡大会組織委員会資料

(寄贈者)財団法人1995年ユニバーシアード福岡大会

組織委員会

(現住所)福岡市中央区天神

平成7年8月23日から9月3日までの聞に開催された「第

18回ユニバーシアード大会1995福岡jの関係資料で、組

織委員会が保管していたものである。大会関係者・出場者

用のポロシャツ・ Tシャツや帽子、競技運営マニュアル・

プログラム等の印刷物、バッジやボールペン等の大会記念

品・グッズ類が含まれている。

資料解題

4.草場勇喜枝・安藤満喜子資料(追加分)

(寄贈者)安藤満喜子

(現住所)福岡市南区野間

平成9年度収集の追加分である。小郡市の、寄贈者と姉

勇喜枝氏の実家草場家に遣された、明治後期から昭和初期

にかけて出版された書籍等である。昭和3-6年の福岡県

穀物検査所の関係冊子は、寄贈者の父で、検査所長であっ

た草場七郎次や、他の検査所技手が講述したもので、一括

して綴られていた。その他に、大正12年の教化国体連合

会の『教化資料』や昭和12年の国民精神総動員中央連盟

発行の書冊など、戦前期の社会状況が窺える印刷物が多く

含まれている。

5.長野菊次郎資料

(寄贈者)安達美知子・長野種俊

(現住所)千葉市若葉区若松町・名古屋市昭和区

阿由知通

寄贈者の祖父長野菊次郎氏(1868-1919)関係の資料。

菊次郎氏は、県立福岡中学校卒業後、県内で小学校教諭の

職に就き、後に岐阜や大阪、東京の中学校で教鞭をとり、

明治末からは名和見虫研究所の技師として研究を続けた。

この間、独学で植物学・昆虫学の研究を続け、第4囲内国

勧業博覧会に植物標本を出品し褒状を受けている。なお、

菊次郎氏が描いた昆虫や植物の細密画は昭和53(1978)年

に国立科学博物館へ寄贈されている。菊次郎氏の祖父は、

福岡藩の国学者・青柳積信の長子で、文政元(1818)年に

長野家の家督を継いだ青柳種正である。

6.橋本友美資料

(寄贈者)橋本友美

(現住所)福岡市南区南大橋

近世後期の福岡藩家臣小川家に残された江戸時代の写

本、刊本類および古文書。小川家は右筆などを勤め、その

関係から手習いの教本類、文芸書類などが多数残されてお

り、それらは、一部を除き、平成11年度に小川峰登資料

として当館に寄贈された。残りは、寄贈者が小川家と親戚

であることから寄贈者のもとに伝わり、平成2年度に当館

に寄託されていた。今回、小川峰登資料とあわせて残した

いという意向により寄贈された。
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資料解題

7.西村長賞・楢崎久矩資料

(寄贈者)西村長貫・楢崎久矩

(現住所)福岡市中央区平尾、福岡市南区多賀

筑前今宿で江戸時代中期から酒造業を営んだ西村家が、

加布里天満宮(現前原市)等に奉納した俳句などが含まれ

る、近世後期から明治前期にかけての俳句集と関連資料。

西村家でこの時期の当主に当たるのは5-9代の人々であ

る。句集は「万句集J、f笠句集j等の名前が付けられ、季語

が無く川柳的なものもある。当時の万句合わせのように、

選者が秀句に記しを付けるなどしている。加布里天満宮等

を中心とした、この時期の俳譜を通じた文化的なネットワ

ークが知られる貴重な資料である。

8.富永龍一資料(追加分)

(寄贈者)富永龍一

(現住所)福岡市西区周船寺

平成9年度収集の追加分である。寄贈者の祖母富永シケ

(安政5年9月15日~昭和21年10月8日)氏が製作使用した

足袋の型紙である。シケ氏は明治期に志摩郡田尻村(現福

岡市西区)三苫家より富永家に嫁いだ。富永家は戦前まで

周船寺で金物屋を開業していたが、戦時中の企業整理で廃

業。型紙は底・外・内という3部からなり、それをー綴と

して家族8人分がー箱に保存されていた。しかし、底に関

しては、厚紙と薄紙の二種があり、厚紙を母型として製作

用の型紙を作っていた形跡も窺える。型紙には、使用者の

名前や文数の他、製作年代が墨書されているものもある。
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9.武部自ー資料

(寄贈者)武部自ー

(現住所)福岡市早良区田村

福岡藩家臣建部家(大組700石)に伝来した、甲宵、万剣、

漆器類などの武家資料。建部家は福岡藩三代藩主黒田光之

の母方の縁者であったため黒田家に仕えたとされる。幕末

の当主武彦は筑前勤王党の有力メンバーとして活躍、その

子小四郎も福岡の変を起こすなどした。資料の内、甲宵は

六十二間星兜・紺糸威胴丸具足と、烏帽子形児・茶漆塗紺

糸威胴丸具足の二種、脇差は無銘であるが、第一次征長の

際、毛利家の降伏の斡旋をした礼として、毛利家から贈ら

れたと言われる。このほか陣羽織、家紋入什器などがそろ

っている。幕末維新期の福岡の政治史のうえで大きな足跡

を残した建部家の活動内容を実際に示す資料として貴重で

ある。

10.野間吉夫収集資料(追加分)

(寄贈者)野間フキ

(現住所)福岡市中央区六本松

昭和60年度および平成2年度収集の追加分。寄贈者の夫

故野間吉夫氏が収集した、日本・東南アジアを中心とした

笠のコレクション。同氏の収集による資料として、九州一

円から集められた民具と郷土玩具(昭和60年度)と図書類

(平成2年度)がこれまでに寄贈されている。



11.伊藤博子資料

(寄贈者)伊藤博子

(現住所)宗像市稲元

昭和10年から20年頃にかけて使用された装身具類。日

常使いのものではなく、正月や仲人を勤めたときの晴れの

装いとして用いたもの。使用者は明治・大正生まれの、寄

贈者とその親族の三氏である o

寄贈者は大正8年生まれで10歳まで台湾で暮らした。父

親は佐賀県生まれで、母親は福岡県宗像郡玄海町出身。

伊藤カネ氏は明治末期に福岡県宗像郡玄海町の農家に生

まれ、同町の農家に嫁ぎ、昭和16年に41歳で死去した。

伊藤サガオ氏は福岡県宗像郡宗像町(現宗像市)の農家に

生まれ、同じ町内の農家に嫁ぐ。昭和20年代前半に55歳

で死去した。

12.有久直幸資料

(寄贈者)有久直幸

(現住所)福岡市城南区田島

朝倉郡の郡長をつとめた、寄贈者の曾祖父が入手したと

思われる写真帳など。福岡関係のものとしては、明治

43(1910)年に福岡市で開催された第13回九州沖縄八県連

合共進会の記念写真帳、大正9(1920)年発行の九州帝国大

学(現・九州大学)の写真帳、聖一国師650年詳記念の承天

寺の写真帳が含まれる o

13.納冨寛資料(追加分)

(寄贈者)納冨寛

(現住所)福岡市早良区弥生

平成3年度収集の追加分である。博多にわか半面とその

関係資料。俄芸は主に西日本各地で伝承されるが、半面を

つけて演じるところに博多にわかの特色がある。全盛期に

は、面を売る庖も多く見られたが、近年では絵心のある演

者たちが自分で描いている。
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14.瀧一郎資料(追加分)

(寄贈者)瀧一郎

(現住所)行橋市大橋

資料解題

平成7年度収集資料の追加分である。陶製手摺弾と陸軍

の襟章、軍用郵便封筒の3種で、いずれも寄贈者が収集し

たもの。

15.吉木久吉資料

(寄贈者)古木重博

(現住所)福岡市中央区谷

平成2年度寄託資料の切り替え。本資料群のうち2件は、

寄贈者の祖父吉木久吉氏が国会議事堂設計図案の一般公募

に応募し、 2等に入選した時の図案「議院建築意匠案Jの側

面・断面図と透視図、久吉の明治期の写真で、いずれも複

写したカラー写真である。また、「カーテンデザイン集Jは

冊子にぺン書きされた窓枠とカーテンの意匠図案で、久吉

氏が作成したものである。

16.高田茂虞資料(追加分)

(寄贈者)高田茂虞

(現住所)福岡市西区能古

平成12年度収集の追加分である。近世から近代の能古

島に関連した資料で、同島に長く在住し、近世筑前の海事

史研究に携ってきた寄贈者によって収集されたもの。一つ

は幕末の能古島で廻船業を営んでいた石橋家から同氏が譲

り受けた割子弁当一式で、安政年間の虎繁丸で使用されて

いたことが箱書きによって確かめられる。もう一つは18

世紀後半に能古島に聞かれた窯である能古焼の徳利。能古

窯は活動期聞が短く、日用品生産が主た‘ったため、ほとん

ど作品が残っておらず貴重である。



資料解題

17.五十川弥文資料(追加分)

(寄贈者)五十川キヌエ

(現住所)春日市弥生

昭和62年 .63年度収集の追加分である。広告業を営ん

でいた五十川家は昭和初期九、わしゃ画房Jを福岡市中央区

伊崎に開いていた。布海苔は、通常は土壁などの接着剤と

して土に混ぜて使用されていたものだが、五十川氏は看板

などを製作するのに使用した。児童用の椅子は、現在福岡

教育大学付属小学校がある場所にかつてあった福岡第一師

範学校横の防空壕で採集したものである。二カ所押された

焼き印には「福岡師範学校」と判読できたというが、現状で

は判読不能となっている。

18.肥塚薫資料

(寄贈者)肥塚薫

(現住所)福岡市中央区梅光園

肥塚氏は播州以来、黒田孝高(知水)に仕え、利右衛門の

時に孝高とともに豊前中津(現大分県)に入り、さらに慶長

5 (1600)年に黒田長政が筑前に封じられると、長政に従

って筑前へ移り、翌年2105石を与えられている。その後

黒田如水の父職隆の弟・高友の孫十左衛門が養子として入

り1500石を与えられ、その後寛永末年に2家に分かれた。

本資料は大組700石の権之丞家に伝わった福岡藩主黒田家

の姻戚関係等を調べた書付、および黒田長政遺言の写しな

どである。

19.戸次秀之資料

(寄贈者)戸次秀之

(現住所)福岡市東区箱崎

寄贈者の祖父母の代に入手され、戸次家に伝えられた、

昭和初期の新京市と釜山市の地図。戸次家では、戦前に満

州や朝鮮に渡航した家族・親族がいるとは伝えられていな

いため、由緒は不明である。おそらく購入されたまま、保

管されたものと考えられる。
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20.大和英二資料

(寄贈者)大和英二

(現住所)福岡市中央区桜坂

江戸時代後期の福岡藩の儒学者・亀井南冥の自作五言律

詩が六曲一双の堺風に大書されている作品。寄贈者の母方

祖父徳太郎氏が収集したもの。同氏は実業家で玄洋社に属

したが、敗戦直後に死去している。その後に寄贈者の元に

残された玄洋社関係資料は機関誌などを中心に、玄洋社記

念館などへ寄贈されたが、この堺風は徳太郎氏の収集品と

して、最後まで保持されていた。

2l.小山田徳男資料(追加分)

(寄贈者)小山田徳男

(現住所)福岡市西区宮浦

平成3年度収集資料の追加分。寄贈者の父丈助氏が使用

したものと恩われる辞書である。小山田家に保管されてい

たもの。

22.鈴木一良資料

(寄贈者)鈴木一之

(現住所)古賀市天神

平成6年度寄託資料の切り替え。金梨地に金銀蒔絵と螺

鋼等の技法を用い、八ツ橋園、浜松園、菊文、紅葉文、葡

萄文、秋草文などが描カ通れた扇面意匠を、全面に散らした

五段の金梨地扇文螺細蒔絵重箱。蓋の裏には大きく一つ、

そのほか各段の内側に8個ずつ三つ葉葵紋を金蒔絵であら

わす。また、外箱が付属しており表には「表御膳所Jと朱漆

書、内側に「鈴木隠居/定寛Jの墨書が残る。鈴木家は江戸

時代には美作津山藩の家臣であったが、本資料は藩主から

の下賜品と伝えられる。江戸時代の漆工芸品は元禄期を中

心に華美を誇ったが、本資料も華やかな意匠を多彩な漆工

技法を用いて表現した優品であり、その流れの中に位置づ

けられる。



23.野北漁業協同組合資料

(寄贈者)糸島漁業協同組合野北支所

(現住所)糸島郡志摩町野北

福岡県糸島郡志摩町野北浦の地誌『野北浦沿革誌』。大

正4年の夏以前に、当時の野北漁業組合長であった白石五

郎吉が執筆したとみられる。後に編纂される地誌類の基礎

資料であり、特に大正6年に、より大きな規模で編まれた

地誌である筑豊水産組合編『筑豊沿海志』と密接に関連す

る。

24.松井粛子資料

(寄贈者)松井粛子

(現住所)福岡市城南区鳥飼

中国宋代から元代にかけて作られた褐紬陶器の壷であ

るo 褐紬のかかった陶器は、博多遺跡群、箱崎遺跡などの

中世遺跡から、多くの破片が出土している。これらは茶菓

や香料などを運搬するための容器であり、大陸から交易船

に載せられ博多に荷揚げされたものと思われる。褐紬壷に

は多くの種類があり、紐掛け用の耳を有するものや、器高

が数十センチメートルを超えるものなどがある。資料はそ

のなかで、もっとも小型のものである。

25.笠富造資料

(寄贈者)笠富久夫

(現住所)福岡市城南区荒江

糸島郡今津村(現・福岡市西区今津)で酒造業を営んでい

た(昭和12・1937廃業)寄贈者の生家に飾られていた今津

の元冠防塁の写真。寄贈者の祖父富造氏(昭和初期に県議

をつとめた)が入手したらしいが、詳しい経緯は不明。『糸

島郡誌.I(昭和2年発行)の口絵写真とほぼ同時期の撮影と思

われる。富造氏は、元冠防塁の発掘に深く関わった木下讃

太郎とも交友があった。
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資料解題

〈寄託資料〉

1.石橋興市郎資料

(寄託者)石橋輿市郎

(現住所)福岡市西区能古

能古島で廻船業を営んでいた石橋家に残された、幕末~

明治期の漆器類(朱塗重箱、蒔絵の三組盃、金蒔絵足付膳

など)と荒神釜。釜は同家に杷られていたもので、八角形

の台座が付く。径約52cmの大釜で船の出港時に雇い人へ

の飯米の炊き出し等に使ったという伝えもある。なお、同

家の資料のうち、直接に廻船で使用された航海関係の資料

は福岡市の指定文化財となり、すでに当館に収蔵されてい

る。

2.青木上ノ原八雲神社絵馬保存会資料

(寄託者)青木上ノ原八雲神社絵馬保存会

(現住所)福岡市西区今宿青木/同今宿上ノ原

福岡市西区今宿の八雲神社(旧青木神社)に伝来した絵

馬。宮中の節句の行事であった競馬(くらべうま)の様子を

絹本に鮮やかな彩色で描く。画中に落款『狩野法橋昌運筆J

および印章「釣深斎」とあり、幕府御用を勤めた中橋狩野家

の出身で、福岡藩四代藩主黒田網政に仕えた御用絵師、狩

野昌運の手になることがわかる。また、額裏板には「画図

ー扇奉掲青木神社広前元禄十四辛巳十一月十八日 筑

前国主従四位下行侍従兼肥前守源朝臣綱政」と墨書があり

黒田綱政の奉納であることがわかる。『黒田新続家譜』に

は元禄14(1701)年11月に綱政は領内の主な神社に自ら描

いた絵馬を奉納したとあり、本絵馬もこれに関連して制作

されたものであろう。福岡市指定有形民俗文化財。



資料解題

〈購入資料〉

I 一括資料

1.松田家文書

江戸時代の筑前の浦(漁村)の一つである志賀島の弘浦と

奈多浦(ともに現在の東区)の浦圧屋を勤めた松田家に残さ

れた、近世後期から近代にかけての古文書。弘浦で行なわ

れた海士漁関係の漁業資料や、長崎警備や漂流民送還のた

めに同浦から動員された水夫に対する褒状など、この時代

の対外関係と関わりのある資料を多く含む。この他宗旨人

別などの人身把握や、困窮者救済、盗難事件始末など、庄

屋の職務に関わる文書が多数あり、当時の鴻社会の状況や

構造が窺える。近代の資料については、奈多浦に関する地

券発給関係の願書類をはじめとした副戸長の職務上の文

書、松田家に関わる教育関係、漁業関係の資料などが中心

である。

2.庄野家文書

庄野氏はもと豊前の地侍で、中津在住時代に黒田氏に仕

え、福岡藩では主に財政方などを勤めた。黒団長政の筑前

入国時には300石、のち加増をうけて600石となっている。

文書の内容は長政から庄野半太夫へ与えた命令書が中心を

なし、①慶長10年代の幕府に対する福岡藩のお手伝い普

請(名古屋城普請)関係の指示と、②元和年間に半太夫が、

大坂御蔵奉行を勤めた際の上方の福岡藩関連施設の維持、

管理に関しての指示に大別できる。①は日付の近い指示が

連日出されている様子がまとまった文書で残り、幕府の御

手伝い普請の厳しさや長政の苦悩を窺わせる。②は長文の

条書のものが多く、米売却の細やかな指示や廻船手配、

金・銀相場に関すること等、内容的にも充実した情報を含

む。この他掛幅装の長政三男高政の書状2通、黒田家家老

の栗山大膳利章の文書もある。
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3.小河家文書

福岡藩二代藩主黒田忠之の世子時代(忠政)の側近であっ

た小河久太夫(1200石)の家に伝わった古文書。中心は黒

田長政から出された忠政の教育・しつけ関係の指示や、忠

政所用の道具類の扱いに関して指示した書状である。他に

は小河家宛ての知行宛行状、知行地の志摩郡元岡村の支配

に関する書冊類、近代の小河家の活動に関する文書などが

ある。近世初期から近代までの文書を広範囲に含み、福岡

藩政史及び近代以降の旧福岡藩家臣の動向を知る上で貴重

な資料群となっている。



〈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年の寄贈資料。昭和50年代以降に日本国内で公

開された映画のチラシ。寄贈者が収集し、保管していたも

の。本資料群の内、目録第17号に作品タイトルの50音順

で「アJから「ハJまでの5314件を、また第18号に「ヒJから

「ワjまでの2212件を収録した。本号では特集上映、アニ

メフェア、 l枚のチラシに2作品、または3作品以上掲載さ

れているものを収録した。

〈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・俳句短冊のうち平成12年度目録に未収録分)を収録す

る。なお、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、 12年度目録に書跡

(和歌・俳句短冊)を収録している。

資料解題
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< 寄贈資料>





寄贈資料 1.小森正也資料

1.小森正也資料

〈資料内訳〉民俗資料 芸能・娯楽用具...・H ・H ・H ・.....・ H ・..1，765件1，765点

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

土鈴御神 現代 北海道札幌市 不詳 土 高8.0 幅5.3 l点 1-8・26 刻字{関連延寿n御 2001Pl 
鈴 奥5.7 神鈴北海道神宮J

2 土鈴アイ 現代 北海道旭川市 不詳 土 高7.9 幅6.5 l点 lふ34 シール「旭川の民芸 2001P2 
ヌ人形 奥6.0 品品番307J

3 アイヌの夫 現代 北海道白老郡 不詳 木 男:高12.0 l組 A-4-1-21 2001P3 
婦人形 白老町 幅3.3 奥3.3 2点

女:高12.0
幅3.6 奥3.3

4 アイヌの夫 現代 北海道白老郡 不詳 木 男:高6.4 幅 l組 C-3-1-9 2001P4 
婦人形 白老町 4.3 奥4.3 2点

女:高6.0 幅
3.7 奥3.7

5 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高13.3 幅 l点 D・2・2-18 ぺン書「下川原 2001P5 
人形花魁 6.6 奥5.4 オイランJ

6 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高11.6 幅 l点 E-4-2-9 鉛筆書「下川原土人 2001P6 
人形玉乗 7.7 奥4.9 形玉乗り犬J
り犬

7 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高12.0 幅 l点 G-2-1-12 鉛筆書「下川原 2001P7 
人形 =味 7.2 奥4.5 三味線ひきJ
線弾き

8 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高7.2 幅3.3 l点 1-4-9 2001P8 
人形人形 奥3.1
箇旗持ち

9 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高5.2 幅3.7 l点 H-2-2-7 2001P9 
人形人形 長3.5
笛 鶏

10 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高6.1 幅3.5 l点 1-3-7 2001PI0 
人形人形 奥3.0
笛子守り

11 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高6.0 幅3.1 l点 1・3-6 2001Pll 
人形人形 奥3.0
笛鯛持ち

12 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高7.0 幅3.6 l点 1-4-6 値札r400J 2001P12 
人形人形 奥3.3
箇纏持ち

13 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高4.7 幅5.4 l点 Dふ1-1 ぺン書「下川原J 2001P13 
人形人形 奥3.2
笛馬乗り
童子

14 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高5.6 幅3.0 l点 1-3・3 2001P14 
人形人形 奥3.6
筒龍乗り
唐子

15 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高11.5 幅 l点 G-5-2-2 ぺン書き「下川原 2001P15 
人形相撲 6.7 奥3.4 角力取J
取り

つd1
i
 



寄贈貿料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

16 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高6.5 幅4.5 l点 1-5-2 2001P16 
人形大黒 奥3.0

17 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高9.8 幅8.2 l点 0-1-2-11 鉛筆書「下川原J 2001P17 
人形天神 奥3.2

18 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高3.8 幅2.4 l点 B-1-2-21 2001P18 
人形堂内 奥1.8
天神

19 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高10.8 幅 l点 B-5-2-20 鉛筆書「下川原J 2001P19 
人形農婦 3.9 奥3.0

20 下河原の土 現代 青森県弘前市 高谷充治 土 高8.2 長 l点 0-3-1-13 鉛筆書「下川原J 2001P20 
人形 馬 10.3 幅3.8

21 弘前馬コ 現代 青森県弘前市 不詳 木 高9.8 幅2.6 l点 N-3 鉛筆書「弘前馬J 2001P21 
長13.0

22 弘前の金魚 現代 青森県弘前市 不詳 紙 高19.5 幅 l点 Eふ2-1 破損 2001P22 
ねぷた 5.0 長10.5

23 弘前の金魚 現代 青森県弘前市 不詳 事氏 高20.5 幅 l点 B-3-2-1 2001P23 
ねぷた 18.6 奥10.7

24 弘前の扇ね 現代 青森県弘前市 不詳 紙、木 全体:高19.3 1組 G-4-1-1 2001P24 
ぷた 幅15.5 奥 2点

11.0 

25 八戸の八幡 現代 青森県八戸市 不詳 木 高12.2 幅 l点 H-2-2-12 筆書「八幡馬J 2001P25 
馬 3.8 長9目。

26 八戸の八幡 現代 青森県八戸市 不詳 木 高3.2 幅1.0 l点 0-5-1-10 2001P26 
馬 長2.7

27 八戸の八幡 現代 青森県八戸市 不詳 木 高4.5 幅1.3 l点 0-5-1-9 2001P27 
馬 長3.3

28 おしらさま 現代 岩手県 不詳 木 高12.0 幅 l点 8-1-2-3 rおしらさまJf南 2001P28 
4.3 奥4.5 部j

29 花巻の土人 現代 岩手県花巻市 不詳 土 全体:高14.3 l組 E-1-1-12 r南部五人かしらJ2001P29 
形串コ人 幅4.0 奥4.1 5点
界5

30 南部の馬玩 現代 岩手県花巻市 菊池忠八 木 高10.5 幅 l点 0-4-2-6 ぺン書「チャグチャ 2001P30 
具チャグ 3.0 長5.9 グ馬コJ
チャグ馬コ

31 南部の馬玩 現代 岩手県花巻市 奥野博一 木 高4.8 幅1.9 l点 0-5-1-28 2001P31 
具先陣駒 長5.2

32 南部の馬玩 現代 岩手県花巻市 奥野博一 木 高7.1 幅6.2 l点 0-4-2-5 鉛筆書f￥290J 2001P32 
具板 馬 長6.7

33 南部鹿踊 現代 岩手県花巻市 内藤栄美子 木 高11.5 J隔 l点 C-5-2-4 r南部鹿踊」 2001P33 
3.4 奥3.0

34 南部の馬玩 現代 岩手県花巻市 小田島竜二 藁 高24.0 幅 l点 L-3 r小田島竜二作J 2001P34 
具忍び駒 5.3 長14.5

35 南部の馬玩 現代 岩手県花巻市 小田島竜二 藁 高42.0 幅 l点 M-1 2001P35 
具忍び駒 9.4 長26.0

A
守



寄贈質料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

36 南部の馬玩 現代 岩手県花巻市 小田島竜一 藁 高7.2 幅1.8 l点 E-1-1-3 2001P36 
具忍び駒 長4.7

37 鬼剣舞人形 現代 岩手県北上市 不詳 木 高5.7 幅6.3 l点 G斗2-4 印「鬼剣舞j 2001P37 
奥3.1

38 虎舞い 現代 岩手県釜石市 不詳 紙粘土 高11.3幅 l点 5-9 rかまL、しj 2001P38 
14.0 奥6.5

39 堤の土人形 現代 宮城県仙台市 芳賀 土 高15.0 幅 l点 G・5-1-5 ぺン書「堤人形J鉛 2001P39 
花魁 11.0奥6.2 筆書「￥600J

40 堤の土人形 現代 宮城県仙台市 芳賀 土 高11.7幅 l点 C・1-1-9 ベン書「堤J 200 1 P40 
天神 11.0奥4.2

41 堤の土人形 現代 宮城県仙台市 不詳 土 高7.8 幅7.8 l点 0-3-2-8ぺン書f敦盛J 2001P41 
敦盛 奥4.0

42 堤の土人形 現代 宮城県仙台市 芳賀 土 高21.0幅 l点 E・5-ι13 ぺン書r49.1 堤 200 1 P42 
猫引き花魁 13.7 奥8.8 芳賀作J

43 堤の土人形 現代 宮城県仙台市 芳賀 土 高7.3 幅8.9 l点 E-2-2・3ぺン書「堤人形和 2001P43 
和藤内 奥4.1 藤内J

44 達磨 現代 宮城県仙台市 朝倉英次 木 高8.7 径5.7 l点 C-2-ι7 銘「仙台朝倉英 2001P44 
次j 値札「宮械朝倉英二 3 
寸 ￥370 諸国民芸J

45 木下薬師の 現代 宮城県仙台市 不詳 木 高16.5 幅 l点 H-2-2-6 2001P45 
諸玩具木 4.8 長10.2
の下駒

46 木下薬師の 現代 宮城県仙台市 不詳 木 高7.9 幅2.6 l点 0-5-1-24 ぺン書f木下H木 2001P46 
諸玩具木 長5.5 下駒j

の下駒

47 仙台の張り 現代 宮城県仙台市 不詳 張り子 お福:高7.2 l組 C-2-1-17 C-2-1-8 2001P47 
子玩具お 幅4.6 奥3.9 2点
福福助 福助:高7.2

幅5.9 奥5.2

48 仙台の張り 現代 宮城県仙台市 本郷けさの 張り子 高12.7 幅 l点 C-3-2-6 2001P48 
子玩具松 8.5 奥6.9
川達磨

49 仙台の張り 現代 宮城県仙台市 本郷けさの 張り子 高15.2 幅 l点 C・3-2-4 2001P49 
子玩具松 10.3 奥9.0
川達磨

50 仙台の張り 現代 宮城県仙台市 本郷けさの 張り子 高12.2 幅 l点 C-3-2-10 鉛筆書「火伏だる 2001P50 
子玩具松 9.2 奥9.4 ま仙台j

川達磨火

伏達磨

51 木下薬師の 現代 宮城県仙台市 不詳 紙、瓢 吹流:長43.0 l組 Eト3-2-4鉛筆書「宮城ポン 2001P51 
諸玩具ぽ 箪 幅8.0ひょ 2点 ポコ槍J
んぽこ槍 うたん:高21.0

幅7.1 奥7.1

52 弥治郎こけ 現代 宮城県白石市 鎌田文市か 木 高18.0 幅 l点 H-2-2-14 銘「文市作八二 2001P52 
し 6.0 奥5.8 才J

53 鳴子こけし 現代 宮城県玉造郡 不詳 木 高15.4幅 l点 H-2-2-13 銘「口口一夫J 2001P53 
鳴子町 3.7 奥4.1

伊

b



寄贈資料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

54 土人形な 現代 秋田県 不詳 土 高7.8 編6.0 l点 H-3-1-3 2001P54 
まはげ 奥6.0

55 土人形竿 現代 秋田県 不詳 土 高14.5 幅 l点 ι1・1-7 2001P55 
燈 5.5 奥5.2

56 八橋の土人 現代 秋田県秋田市 不詳 土 高8.1幅6.8 l点 0・1-2-21 値札「諸国民芸 2001P56 
形天神 奥3.6 ￥150 秋田八橋」

57 中山の土人 現代 秋田県横手市 不詳 土 高10.7 幅 l点 H・5-1・8 r秋田中山J 2001P57 
形花龍 12.5 奥3.8

58 中山の土人 現代 秋田県横手市 不詳 土 高10.5 幅 l点 G-4-1-3 r秋田中山」 2001P58 
形熊金 6.6 奥7.2

59 中山の土人 現代 秋田県横手市 不詳 土 高15.4 幅 l点 0-2-2-15 r秋田中山J 2001P59 
形 子 守 り 8.4奥6.1

60 中山の土人 現代 秋田県横手市 不詳 土 高15.7 幅 l点 0-2-2-16 r秋田中山J 鉛 2001P60 
形子連れ 8.3 奥5.6 筆書f子連れj

61 中山の土人 現代 秋田県横手市 不詳 土 高7.6 幅6.6 l点 1-4-34 r秋田中山」ぺン 2001P61 
形俵っ子 奥4.8 書「俵っ子j

62 中山の土人 現代 秋田県横手市 不詳 土 高7.9 幅6.1 l点 0-2-2-19 r秋田中山」鉛 2001P62 
形鈴持ち 奥3.5 筆書f鈴持J

63 横手のぼん 現代 秋田県横手市 高橋幸造 木 高24.0 幅 l点 8-1-2-2 2001P63 
でんこ 5.2 

64 川連こけし 現代 秋田県雄勝郡 小野寺正徳 木 高24.5 幅 l点 H-2-2-15 銘『川連小野寺 2001P64 
稲川町 5.4 奥5.4 正徳J

65 米沢の相良 現代 山形県米沢市 相良隆 土 高5.4 幅9.7 l点 ι2-2・6赤ぺン書『相良押 2001P65 
人形押し 奥2.6 クラj

くら

66 米沢の相良 現代 山形県米沢市 相良隆 土 高15.0 帽 l点 G-4-2-8 墨書「七代さがら 2001P66 
人形亀担 7.1 奥4.3 たかしj

ぎ童子

67 米沢の相良 現代 山形県米沢市 相良隆 土 高11.7帽 l点 ι3・1-13 墨書「七代きが 2001P67 
人形犬抱 8.8 奥4.3 らたカsしj

き童子

68 米沢の相良 現代 山形県米沢市 相良隆 土 高8.0 幅 l点 1-4-25 赤ぺン書 f相良土人 2001P68 
人形獅子 10.7 奥5.1 形獅子舞J
舞

69 米沢の相良 現代 山形県米沢市 相良隆 土 高9.0 長 l点 ι3-2-16 鉛筆書「立ち犬 2001P69 
人形立ち 10.1幅4.1 相良J
神

70 米沢の相良 現代 山形県米沢市 相良隆 土 高9.0 幅 l点 D・5・2-13 赤ぺン書「相良 2001P70 
人形盤押 11.3奥5.8 盤押」
し

71 米沢の相良 現代 山形県米沢市 相良隆 土 高11.5幅 l点 ι3-1-10 鉛筆書「相良土人 2001P71 
人 形狩 12.0 奥5.7 形(米沢) 坐り犬左J

72 米沢の相良 現代 山形県米沢市 相良隆 土 高6.5 長7.0 l点 E-4-2-10 鉛筆書『相良土人 2001P72 
人形 紳 幅3.9 形J

-16-
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73 米沢の笹野 現代 山形県米沢市 不詳 木 高11.8幅 l点 A-3-1-2 2001P73 
彫りお腐 5.8 奥6.0
ポッポ

74 米沢の笹野 現代 山形県米沢市 不詳 木 高13.0 幅 l点 G-2-1-4 2001P74 
彫り勝関 3.0 奥4.0
鶏

75 米沢の笹野 現代 山形県米沢市 不詳 木 高6.3 幅3.5 l点 B-1-2-10 r蘇民将来之子孫、 2001P75 
彫り蘇民 奥3.5 也J印『笹野彫企業組合
将来 みつ作」 鉛筆書r230J

76 庄内の板獅 現代 山形県鶴岡市 不詳 木 雄:高5.7 幅 l組 G-3-1-2 A-3-1-1 鉛筆書「庄 2001P76 
子 7.0 長15.5 2点 内板獅子Jぺン書「圧内(鶴

雌:高3.1幅 岡)板ジシJ
7.0 長17.7

77 鶴岡のいづ 現代 山形県鶴岡市 不詳 土、藁 高8.7 幅 l点 G-2-2-3 2001P77 
めこ人形 ほか 12.1奥12.5

78 会津若松の 現代 福島県会津若 不詳 練り物 高12.0 幅 l点 0-1-1-2 2001P78 
天神 松市 11.2奥5.1

79 会津若松の 現代 福島県会津若 不詳 張り子 各:高4.0 帽 l組 Gふ2-16 説明書「郷土玩具 2001P79 
張り子玩具 松市 1.9奥1.9 5点 起き上り小法師発祥は千
起き姫 余百年前と云はれ同類型の

玩具は他の地方にも存在し
たようですが時代の変転と
共に忘れられて仕舞いまし
た。当地方に停はる起き上
り小法師は古来から年毎に
正月の初市に之を家族の数
より一個多く買求め神棚に
飾って一家の繁栄を祝ふ縁
起物として伝へられ独特の
雅趣ある郷土玩具でありま
すJ

80 会津若松の 現代 福島県会津若 不詳 張り子 高3.7 幅1.9 l組 B-2-2-1 2001P80 
張り子玩具 松市 奥0.7 5点
起き姫 高3.7 幅2.0

奥1.8
高3.8 幅1.5
奥1.7
高3.8 幅1.6
奥1.5
高3.6 幅1.9
奥1.9

81 会津若松の 現代 福島県会津若 不詳 張り子 高3.5 幅2.8 l点 G-3司2-13 2001P81 
張り子玩具 松市 長8.0
赤べこ

82 会津若松の 現代 福島県会津若 不詳 張り子 高5.3 幅4.8 l点 R-5 2001P82 
張り子玩具 松市 長11.8
赤べこ

83 三春の木馬 現代 福島県郡山市 不詳 木 高15.0 幅 l点 H・2・2・11 鉛筆書「三春」 2001P83 
4.3 長8.7

84 三春の木馬 現代 福島県郡山市 不詳 木 高3.9 幅1.3 l点 0-5-1-18 2001P84 
奥2.6

85 =春の木馬 現代 福島県郡山市 不詳 木 高6.5 幅2.4 l点 0-5-1-17 ぺン書「三春J 200 1 P85 
長4.8

マ
'
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86 ニ春の張り 現代 福島県郡山市 不詳 張り子 高18.0 幅 l点 G-4-1-2 参照写真旧本発 2001P86 
子 玩 具 へ 10.9 奥6.5 見 No29 郷土玩具~ P8rへそ
そ出し 出し・三春人形J

87 三春の張り 現代 福島県郡山市 不詳 張り子 高5.1幅2.7 l点 B同2-2-3 鉛筆書「三原」 参 2001P87 
子玩具起 奥2.8 照写真旧本発見No29郷土
き姫 玩具JP18 r起き姫」

88 三春の張り 現代 福島県郡山市 不詳 張り子 高13.5 幅 l点 じ1・2・3鉛筆書f郡山(福島)J 2001P88 
子玩具牛 13.7 奥4.8
乗天神

89 三春の張り 現代 福島県郡山市 不詳 張り子 高6.7 幅3.8 l点 巴4-2-6 ぺン書fミハJレ」 2001P89 
子玩具犬 長7.7

90 =春の張り 現代 福島県郡山市 不詳 張り子 高12.2 幅 l点 んら2-10 鉛筆書f三春J 2001P90 
子玩具虎 7.3 長11.1

91 三春の張り 現代 福島県郡山市 不詳 張り子 高9.0 幅7.3 l点 Cふ2-11 値札『￥150J 青 2001P91 
子玩具達 奥7.4 鉛筆書『三春だるまJ
磨

92 三春の張り 現代 福島県郡山市 不詳 張り子 高8.9 幅4.7 l点 1-4-1鉛筆書「コ春張子素 2001P92 
子玩具辰 長9.8 張十二支J

93 三春の張り 現代 福島県郡山市 不詳 張り子 高9.5 幅7.1 l点 Dふ2-10 べン書「三春張子J2001P93 
子玩具天 奥6.7
神

94 三春の張り 現代 福島県郡山市 不詳 張り子 高5.0 幅4.0 l点 6-4-2-13 青鉛筆書『三春 2001P94 
子玩具兎 奥5.5 玉兎J

95 三春の張り 現代 福島県郡山市 不詳 張り子 高9.6 幅4.4 l点 0-5-1-25 鉛筆書f三春」 2001P95 
子玩具馬 長7.3
乗り章子

96 =春の張り 現代 福島県郡山市 不詳 張り子 高8.3 幅6.2 l点 ι2-2・8鉛筆書『三春宝 2001P96 
子玩具宝 長7.6 舟j

船

97 三春の張り 現代 福島県郡山市 不詳 張り子 高11.0幅 l点 ι3・2-11 鉛筆書「コ春鈴 2001P97 
子玩具鈴 4.3 長7.4 犬j

犬

98 三春の張り 現代 福島県郡山市 不詳 張り子 高11.0幅 l点 E-3-2-18 鉛筆書f三春張子 2001P98 
子玩具鈴 4.3 長8.6 鈴犬j

犬

99 白河の達磨 現代 福島県白河市 不詳 張り子 高11.3幅 l点 じ5・2-11 鉛筆書「福島」 2001P99 
8.9 奥8.7

100 白河の達磨 現代 福島県白河市 不詳 張り子 高13.8 幅 l点 F-4-2ぺン書「白石(福島)J 2001P100 
10.6 奥10.3

101 白河の達磨 現代 福島県白河市 不詳 張り子 高8.0 幅5.2 l点 じ2-2-11 鉛筆書「豆達磨 2001P101 
奥4.8 福島J

102 相馬駒 現代 福島県原町市 不詳 木 高8.5 幅2.4 l点 0-4-2-4印「原町市相馬
長8.2 駒j

103 黒塚人形 現代 福島県二本松 二本松古代 木 高12.8 幅 l点 Eト1-2-11 f奥州安達原黒 2001P103 
市 玩具研究所 3.0 奥2.8 塚Hみちのくの安達原の黒

塚に鬼こもれりときくはま
ことかj 鉛筆書『黒塚人形」
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104 小絵馬日 現代 東北地方 不詳 木 高9.3 幅 l点 0-4-1・1 焼印「道中絵馬Jr日 2001PI04 
本三大木駒 23.3 厚0.6 本三大木駒八幡駒(八戸)

木下駒(仙台) =春駒(三春)J

105 水戸の農人 現代 茨城県水戸市 不詳 石膏 高6.0 幅9.7 l点 A-4-2-9 参照写真『郷土玩 2001PI05 
形 奥5.3 具辞典.1P329r水戸の農人

形j

106 村松の真弓 現代 茨城県那珂郡 清水政男 木 高10.9 幅 l点 0-4-2・11 べン書「員弓駒(村 2001P106 
馬 東海村村松 5.2 長14.1 松虚空蔵尊) 茨城j

虚空蔵尊

107 宇都宮の黄 現代 栃木県宇都宮 浅川仁太郎 車氏 全体:高20.8 l組 E-1-2-10 2001P107 
鮒と豆太鼓 市 幅13.5奥7.5 2点

108 土鈴鬼鈴 現代 栃木県足利市 不詳 土 高6.1 幅5.0 l点 l平 17 r大日尊口阿寺J 鉛 2001P108 
奥5.1 筆書「サノ鬼面鈴J

109 火伏せ獅子 現代 栃木県栃木市 不詳 木 阿形:高8.5 l組 B・1-2-47 貼紙「火防の獅子J2001PI09 
幅2.9 奥2.6 2点 印「大平山J
昨形:高8.3
幅2.9 奥2.6

110 巴波の舵 現代 栃木県栃木市 小林義雄 木 高1.1幅6.0 l点 ι1・1・17 2001PII0 
長17.5

111 佐野の土人 現代 栃木県佐野市 不詳 土 高4.4長9.3 l点 C-1-1-3 鉛筆書「栃木佐ノ 2001Plll 
形牛乗り 幅2.5 牛乗天神J
天神

112 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 赤:高5.1幅 l組 J-8-11 1-6-15 刻字「鶏頂山j 2001P112 
烏天狗 4.3 奥4.5 2点

青:高4.9 幅
4.1奥4.7

113 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 高6.1 長6.0 l点 Jふ16 ぺン書「サノ 犬鈴J2001P113 
犬 幅4.3

114 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 青:高3.8 幅 l組 J-8-14、J-8-38 2001P114 
鯉峨 3.1長8.3 2点

赤:高3.9 幅
3.0 長8.3

115 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 高4.6 幅3.2 l点 G-4-2-7 r忍耐j 2001P115 
紅梅鈴 奥2.5

116 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 赤:高4.8 幅 l組 lふ33J-2・5 r朝日森J 2001P116 
出世紅梅鈴 4.1 奥3.7 2点

白:高4.7 幅
4.3 奥3.7

117 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 不詳 土 高4.4幅4.8 1点 jふ36 ぺン書「サノJ 2001P117 
鶴 奥7.0

118 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 高7.1 幅6.3 l点 lふ23 鉛筆書「朝日森天満 2001P118 
天神 奥4.0 宮J 鉛筆書f佐ノ天神社鈴J

119 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 高5.2 幅6.1 l点 J-7・21 「蛤J 札に鉛筆書 2001Pl19 
蛤鈴 奥3.8 『佐ノ蛤鈴j

120 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 高4.5 幅7.3 l点 1-8・5 鉛筆書「栃木佐ノ俵 2001P120 
俵牛 奥5.0 牛J

121 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 高5.0 幅5.8 l点 1-8-25 2001P121 
俵子 奥5.0

Q
U
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A
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122 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 風神:高7.2 l組 1-3-49 1-7-3 r風神Jf雷神J 2001P122 
風神雷神鈴 幅5.5 奥5.6 2点

雷神:高7.0
幅5.5 奥5.5

123 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 高5.4 幅7.5 l点 1-8-38 r開運j ぺン書「サ 2001P123 
宝子 奥5.2 ノ土レイJ

124 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 高5.7 幅6.5 l点 J-8-22 r日光J
鳴竜鈴 奥3.6

125 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 高6.2 幅8.2 l点 1-2-21 台に値札『栃木里 2001P125 I 
里の雪 奥5.9 のユキ ￥300J 

126 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 高9.5 幅5.0 l点 1-2-24 2001P126 
里の雪 奥5.7

127 佐野の土鈴 現代 栃木県佐野市 相沢市太郎 土 高8.6 幅6.9 l点 1-8-7 2001P127 
蹴 奥4.3

128 鹿沼のきび 現代 栃木県鹿沼市 青木行雄 第草 高6.0 幅3.0 l点 ι5・1・6 2001P128 
がら細工 奥2.7
猿

129 小絵馬三 現代 栃木県日光市 不詳 木 高9.0 幅 l点 A-6-1-34 焼印『日光東照宮J2001P129 
猿 日光東照宮 15.0 厚1.5

130 小絵馬馬 現代 栃木県日光市 不詳 木 高9.5 幅 l点 C-3-2-3 焼印「日光東照宮J 2001P130 
日光東照宮 15.5 厚1.6

131 木彫り = 現代 栃木県日光市 不詳 木 高7.8 幅2.4 l点 6-4-2-18 札旧光三猿」 2001P131 
猿 奥2.5

132 土鈴 現代 栃木県那須郡 不詳 土 高6.8 幅5.4 l点 Jふ19 r馬Jf塩原多助j 2001P132 
塩原町 奥2.7

133 豊岡の招き 現代 群馬県高崎市 不詳 張り子 高16.5 幅 l点 A斗2-1 鉛筆書「群馬豊岡 2001P133 
猫 9.0 奥9.5 張子招き猫」

134 豊岡の達磨 現代 群馬県高崎市 不詳 張り子 高11.3幅 l点 C・2-2・3ぺン書「畳間違磨 2001P134 
8.3 奥7.5 (群馬)J

135 繭人形牛 現代 群馬県伊勢崎 桜井三雲 繭玉 高4.2 幅2.6 l点 G・3-2-14 鉛筆書『上州」 2001P135 
市 長6.5

136 繭人形牛 現代 群馬県伊勢崎 桜井三雲 繭玉 高4.5 幅2.4 l点 H-2-2-10 2001P136 
市 長5.9

137 五闘の張り 現代 埼玉県きいた 不詳 張り子 高12.8 幅 l点 じ5・1・22 値札「￥1200J 2001P137 
子玩具お ま市 9.8 奥5.8 「埼玉おかるかん平」 ぺ

軽堪平 ン書「五関張子J

138 五関の張り 現代 埼玉県さいた 不詳 張り子 高10.7 幅 l点 G-2-2-5 値札「￥900J 「埼 2001P138 
子玩具か ま市 4.7 奥8.2 玉かぐや姫Jぺン書「五
ぐや姫 関J

139 五聞の張り 現代 埼玉県さいた 不詳 張り子 高11.0幅 l点 E・5・1・5 2001P139 
子玩具か ま市 5.0 奥9.2
ぐや姫

140 五聞の張り 現代 埼玉県さいた 不詳 張り子 高5.5 幅 l点 E-5・1・1値札『￥900J 『埼 2001P140 
子玩具カ ま市 11.0奥8.0 玉カボチャおたふくJ
ボチャおた
ふく
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141 五関の張り 現代 埼玉県さいた 不詳 張り子 両20.8 幅 l点 R-3 ぺン書「五関二番史J2001P141 
子玩具三 ま市 11.8奥8.2
番史

142 五闘の張り 現代 埼玉県きいた 不詳 張り子 高16.0 幅 l点 Bふ1・1値札「￥600J ぺン 2001P142 
子玩具子 ま市 7.7 奥4.1 書「五関張子 54.2.18J 
守り

143 五関の張り 現代 埼玉県きいた 不詳 張り子 高10.4 幅 l点 A-5-2-1 ペン書「五関 ト 2001P143 
子玩具首 ま市 6.4 長18.2 ラ」
振り虎

144 五闘の張り 現代 埼玉県さいた 不詳 張り子 高9.2 I幅4.3 l点 E-4-1-1 値札「鯛起き上り 2001P144 
子玩具鯛 ま市 長6.1 ￥600J ぺン書「五関J
起き上がり

145 五闘の張り 現代 埼玉県さいた 不詳 張り子 高19.5 I隔 l点 H-3-2-2 ぺン書「だるま背負 2001P145 
子玩具達 ま市 8.1 奥8.3 五関j

磨背負い

146 五闘の張り 現代 埼玉県さいた 不詳 張り子 高10.0 帽 l点 0-4-2-3 値札「￥900 埼玉J2001P146 
子玩具馬 ま市 3.9 長6.7 ぺン書「五関j

起き上がり

147 五聞の張り 現代 埼玉県さいた 不詳 張り子 高7.0 I隔 l点 0-5-1-12 鉛筆書「五関張子 2001P147 
子玩具瓢 ま市 14.5 奥6.4 54.2.4 不知火J
箪駒

148 五関の張り 現代 埼玉県さいた 不詳 張り子 高7.3 幅 l点 B・2-2-27 鉛筆書「五関張子 2001P148 
子玩具臆 ま市 10.5 長14.0 54.2.4 不知火j

乗り達磨

149 五関の張り 現代 埼玉県さいた 不詳 張り子 高14.0 幅 l点 B-2-2-28 鉛筆書「五関張子 2001P149 
子玩具鯨 ま市 13.9 長19.0 総 54.2.4 不知火j

乗り天神

150 飯能の将軍 現代 埼玉県飯能市 不詳 木 高15.8 幅 l点 E-l・2-4 i天下大将軍・地下 2001P150 
標 6.1 奥3.0 女将軍j シ-)レfながと民

整庖下関市大和町J

151 鴻巣の練り 現代 埼玉県鴻巣市 秋元新太郎 練り物 高9.2 幅7.8 l点 E-4-1-12 貼紙「出品者秋 2001P151 
物玩具鯉 奥3.7 元新太郎県名埼玉品

金 名鯉金J

152 鴻巣の練り 現代 埼玉県鴻巣市 不詳 練り物 高11.1幅 l点 D・1・1-9 ぺン書「鴻巣J 2001P152 
物玩具赤 10.5 奥5.6
天神

153 鴻巣の練り 現代 埼玉県鴻巣市 不詳 練り物 高4.4幅3.7 l点 C・2・1・15 鉛筆書「鴻巣j 2001P153 
物玩具達 奥3目7
磨

154 大沢の練り 現代 埼玉県越谷市 不詳 練り物 高7.3 幅3.3 l点 E・5・1-3 鉛筆書「埼玉」 2001P154 
物玩具犬 長6.8

155 砂原の張り 現代 埼玉県越谷市 松沢栄一 張り子 高8.2 I隔4.2 l点 C-2-2-13 赤い天狗、白い狐 2001P155 
子玩具烏 奥4.3 とともに lセット 鉛筆書

天狗 [埼玉砂原烏天狗起上りJ

156 船渡の張り 現代 埼玉県越谷市 不詳 張り子 高7.5 幅 l点 G・5・1-3 値札「￥900J 「埼 2001P156 
子玩具鯛 13.3 奥4.5 玉鯛のり漁師」

乗り漁師
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寄贈資料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

157 船渡の張り 現代 埼玉県越谷市 不詳 張り子 同27.5 幅 l点 G-3-1-8 200lPI57 
子玩具釣 10.5 奥17.5
り鐘背負い

158 船渡の張り 現代 埼玉県越谷市 不詳 張り子 高13.5 幅 l点 6-2-2-29 鉛筆書「船渡」 200lPI58 
子玩具天 13.2 奥5.8
神

159 柏の土人形 現代 千葉県柏市 松本節太郎 土 全体.高20.0 l組 ι1-1-4 貼紙「下総首人形J 200lPI59 
下総首人形 幅9.5 奥4.5 7)点
七福神

160 柏の土人形 現代 千葉県相市 松本節太郎 土 全体:高23.3 I組 6-1-2-1 貼紙「下総首人形j 200lPI60 
下総首人形 幅9.5 幅3.8 12点
十二支

161 柏の土人形 現代 千葉県柏市 松本節太郎 土 全体:高21.3 l組 C-1-2-2 200lPI61 
下総首人形 幅8.5 奥3.6 7点
面

162 柏の土人形 現代 千葉県柏市 松本節太郎 土 全体:高21.0 l組 0・1・1-4 貼紙I下総首人形j 200lPI62 
下総首人形 幅8.5 奥2.0 6点
野菜

163 柏の土人形 現代 千葉県柏市 松本節太郎 土 高14.0 幅 l点 C-4-1-13 貼紙「下総j 200lPI63 
松茸持ち娘 6.0 奥5.8

164 柏の土人形 現代 千葉県柏市 松本節太郎 土 高10.3 幅 l点 Dふ2-8 貼紙「下総J 200lPI64 
天神 5.2 奥3.5

165 柏の土人形 現代 千葉県柏市 松本節太郎 土 高3.4幅5.0 l点 D-5・乙3貼紙「下総J 200lPI65 
天神 奥3.8

166 相の土人形 現代 千葉県柏市 松本節太郎 土 高4.5 幅4.5 l点 D-5-2-4 貼紙「下総J 鉛筆 200lPI66 
天神 奥3.8 書「下総天神J

167 柏の土人形 現代 千葉県柏市 松本節太郎 土 高13.5 幅 l点 6-4-2-8 貼紙I下総J 200lPI67 
天神持ち娘 6.1 奥5.5

168 柏の土人形 現代 千葉県柏市 松本節太郎 土 高14.5 幅 l点 6-4-2-10 貼紙「下総J 200lPI68 
天神持ち娘 6.2 奥5.7

169 柏の土人形 現代 千葉県柏市 松本節太郎 土 男雛・高10.3 l組 C-3-1-8 貼紙「下総j ぺン 200lPI69 
内裏雛 幅4.1 奥3.1 2点 書「田舎雛J

女雛:高8.5
幅3.4奥2.9
台.高1.5幅
10.1 奥3.0

170 柏の土人形 現代 千葉県柏市 松本節太郎 土 男雛.高4.5 l組 $-19 200lPI70 
内裏雛 幅7.0 奥4.8 2点

女雛.高4.1
幅7.2 奥4.1
台:高1.5幅
13.9 奥5.8

171 柏の土人形 現代 千葉県柏市 松本節太郎 土 男雛:高4.6 l組 C-3・1-18 貼紙「下総J 200lPI71 
内裏雛 幅7.3 奥5.4 2点

女雛:高4.1
幅7.3 奥5.3
台:高1.4幅
14.1 奥5.9

172 柏の土人形 現代 千葉県柏市 松本節太郎 土 高10.2 幅 l点 ト4-24 200lP172 
踊り子 6.1奥4.0
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番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

173 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高4.8 幅3.7 l点 G-5-2-12 貼紙「下総J ぺン 200lPI73 
玩具みみ 奥3.8 書「ミミズク」
ずく

174 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高6.2 隔8.1 l点 C-1・2・9貼紙「下総J 台に 200lPI74 
玩具下総 奥5.1 値札「下総￥200民芸品の庖
天神 えひめJ

175 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高6.3 幅7.6 l点 C-1-2-11 貼紙「下総J 200lPI75 
玩具下総 奥5.0
天神

176 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高6.3 幅9.0 l点 Cふ2-17 貼紙「下総」 200lPI76 
玩具下総 奥7.2
天神

177 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高6.5 幅8.2 l点 C-1・2・10 貼紙「下総J 2001PI77 
玩具下総 奥5.0
天神

178 相の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高9.5 幅6.7 l点 ら2・1-15 貼紙「下総J ぺン 200lPI78 
玩具花魁 奥6.5 書「花魁J

179 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高8.1 幅7.0 l点 Q・4 貼紙「下総J 200lPI79 
玩具起き 奥6.4
上がり 桃
持ち猿

180 相の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高8.0 幅4.9 l点 H-4-1-11 貼紙「下総J 2001PI80 
玩具牛 長12.5

181 相の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高4.6 幅4.0 l点 G-5-2-11 貼紙「下総j
玩具熊 奥3.7

182 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高6.8 幅8.5 l点 G-2-2-10 貼紙「下総j 200lPI82 I 
玩具鶏 長6.3

183 相の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高5.0 幅3.8 l点 G-5-2-8 貼紙「下総J 200lPI83 I 
玩具犬 奥3.9

184 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高8.5 幅5.8 l点 Eふ2-2 貼紙「下総」 鉛筆 2001PI84 I 
玩具犬 奥6.2 書「下総起上り 犬J

185 柏の張り子 現代 千葉県相市 松本節太郎 張り子 高8.1 幅6.1 l点 B-5-2-19 貼紙「下総J 値札 200lPI85 
玩具虎 奥6.5 「￥900j

186 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高8.2 幅7.1 l点 S-5 貼紙「下総」 200lPI86 
玩具子守 奥5.3
り

187 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高8.5 幅7.1 l点 ら2-2-20 貼紙「下総J 200lPI87 
玩具子守 奥5.5
り

188 柏の張り子 現代 千葉県相市 松本節太郎 張り子 高4.3 幅3.6 1点 B-2-2-10 貼紙「下総J 200lPI88 
玩具達磨 奥3.7

189 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高4.4幅3.7 l点 B・2・2・12 貼紙「下総J 200lPI89 
玩具達磨 奥3.2

190 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高8.2 幅6.7 l点 B-2-1-14 貼紙「下総」 200lPI90 
玩具達磨 奥6.7

191 柏の張り子 現代 千葉県相市 松本節太郎 張り子 高8.3 幅6.8 l点 C-3-2-8 貼紙「下総j 200lPI91 
玩具達磨 奥6.3

qu 
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番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

192 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 筒8.5 幅7.0 l点 ル5-1-7 貼紙「下総」 2001P192 
玩具達磨 奥6.7

193 相の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高6.5 幅6.1 1 )点 C-5-1-10 貼紙「下総J 2001P193 
玩具猪 長9.5

194 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高8.5 幅7.8 l点 B-2-2-21 貼紙「下総」 2001P194 
玩具天神 奥5.5

195 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高8.4 幅8.3 l点 C-2-1-4 貼紙「下総J 2001P195 
玩具奴 奥5.0

196 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高7.2 幅5.1 l点 0-4-2-2 貼紙「下総J 2001P196 
玩具 馬 長9.4

197 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高9.5 I隔7.0 l点 B・2-1-5 貼紙「下総J 2001P197 
玩呉娘 奥5.5

198 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高3.3 幅8.3 l点 E-2-1-2 貼紙「下総J 2001P198 
玩具面 奥11.0
こぶとり爺

199 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高8.7 幅 l点 E-2・1-10 貼紙「下総j 2001P199 
玩具面 10.2 厚3.6
河童

200 柏の張り子 現代 千葉県相市 松本節太郎 張り子 高9.6 幅9.6 l点 D開2-2-1 貼紙「下総」 2001P200 
玩具面 厚3.6
鬼

201 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高10.4幅 l点 E-3-1-2 2001P201 
玩具面 9.5 厚4.2
犬

202 柏の張り子 現代 千葉県柏市 松本節太郎 張り子 高8.1 幅7.5 l点 E-1-1-16 2001P202 
玩具面 厚4.0
狸

203 丑紅の牛 現代 東京都 不詳 土 高1.5長4.8 l点 H-2-1-10 2001P203 
幅2.4

204 丑紅の牛 現代 東京都 不詳 土 高1.8長4.7 l点 H-2-1-4 2001P204 
幅2.3

205 江戸張り子 現代 東京都 いせそう 張り子 高23.5 幅 l点 L-2 墨書「し、為田型江戸 2001P205 
首振り虎 10.4長36.5 張子いせそうj

206 江戸張り子 現代 東京都 いせそう 張り子 高6.7幅7.1 l点 じ2-1-9 墨書「江戸張子い 2001P206 
奴 奥4.7 せそう 五三年秋J

207 東京の犬張 現代 東京都 いせそう 張り子 高8.7 幅8.2 l点 Eふ1-1 墨書 r~ 、、回型江 2001P207 
り子市か 長9.7 戸犬張子いせそう」
ぶり犬

208 東京の犬張 現代 東京都 不詳 張り子 高8.0 I隔8.5 l点 E-4-2-1 2001P208 
り子市か 長8.9
ぶり犬

209 不明 現代 東京都 不詳 竹 幅14.0 径 l点 H-5-1-6 r江戸民芸品J 200lP209 
2.7長21.2

210 薄木菟 現代 東京都 不詳 薄 高14.0 幅 l点 N-5 印「意匠登録出願中」 200lP21O 
7.2 奥5.5 シール UAP州 RECOMMENDED
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番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

211 撃剣人形 現代 東尽都 不詳 木、竹 両13.2 幅 l点 G-3-2-2 2001P211 
ほか 14.7 奥3.3

212 水天宮の河 現代 東京都中央区 不詳 土 長6.0 幅5.8 l点 B・1-1-2 刻印「水天宮」 2001P212 
童 厚3.5

213 土鈴軍帽 現代 東京都港区 不詳 土 高4.6 幅5.6 l点 1-4-23 朱書「明治百年」 刻 2001P213 
乃木神社 奥6.4 字「乃木神社J 刻印「高済」

214 芝神明の千 現代 東京都港区 不詳 木 高4目l幅6.2 UJ:l C-5-2-16 2001P214 
木箱 奥3.8 3点

高3.4 I隔5β
奥3.4
高2.3 幅4.5
奥2.6

215 土人形牛 現代 東京都文京区 不詳 土 高3.9 幅5.2 l点 C-1-1-16 印「ゆしまJ 2001P215 
乗り天神 湯島天満宮 奥2.5

216 今戸の土人 現代 東京都台東区 不詳 土 高5.8 I隔4.1 l点 B-4・1・5 鉛筆書「今戸J 2001P216 
形 狐 奥3.5

217 今戸の土人 現代 東京都台東区 不詳 土 高5.4 I隔4.6 l点 B・4・1-4 鉛筆書「今戸庄 2001P217 
形庄屋 奥3.7 屋j

218 今戸の土人 現代 東京都台東区 不詳 土 高5.3 幅3.7 l点 B-4-1-6 鉛筆書「今戸j 2001P218 
形 狸 奥3.5

219 今戸の土人 現代 東京都台東区 不詳 土 高7.2 幅7.2 l点 J-5-17 刻印「今戸焼J 2001P219 
形面 獅 奥3.7
子頭

220 今戸人形 現代 東京都台東区 不詳 土 高5.3 I隔3.4 l点 H-1-2-7 刻印「今戸焼J 2001P220 
鳩笛 長8.0

221 浅草の十二 現代 東京都台東区 不詳 土 牛，高4.2 幅 l組 Jふ431-3-39 J-4-31 J-5-10 2001P221 
支土鈴 2.8 長5.6 9点 J-4-13 1-2-27 J・7-19J-7-28 

兎.高3.2 I~m G-5-2-3 
3.2 長5.2
龍.高4.5 幅
3.8 奥4.2
蛇:高4.6 I踊
4.0 奥3目9
羊田高3.5 I隔
3.7 奥6.2
猿.高5.0 幅
4.3 奥3.6
鶏:高4.8 幅
3.0 長5.3
犬:高4.2 幅
3.5 長6.3
猪.高3.7 幅
5.6 奥3.3

222 浅草寺の鳩 現代 東京都台東区 不詳 土 高4.6 幅4.8 l点 H-1-1-10 鉛筆書「浅草寺の 2001P222 
笛 長7.9 鳩笛j

223 土鈴浅草 現代 東京都台東区 不詳 土 高8.8 幅7.7 1点 1-1-1 「雷門j 札「開運鈴 2001P223 
雷門 奥4.3 家内安全大願成就J

224 鯛車 現代 東京都台東区 不詳 練り物 高9.5 I煽4.8 l点、 5-1 青鉛筆書「浅草j 2001P224 
奥4.2

「
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番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

225 東尽の犬張 現代 東尽都台東区 四代目いせ 張り子 高10.7 幅 l点 5-7 墨書「四代目いせ辰j 2001P225 
り子 辰 5.1 長12.5 貼紙「江戸犬張子東都い沿

悶j

226 東京の犬張 現代 東京都台東区 不詳 張り子 高7.3 幅5.0 1)点 E-3-1-15 2001P226 
り子 長7.7

227 浅草のずぽ 現代 東京都台東区 いせ辰 紙、シ 包み全体.縦 l組 0-3-1-2 包みに貼紙「江戸名 2001P227 
んぽ ジミ貝 21.7横11.3 3点 玩ずぼんぽいせ辰製

殻 ねJ

228 浅草のとん 現代 東京都台東区 不詳 竹、紙 かぶり物.高 l組 B-5-1-2 2001P228 
だりはねた 2.9 径2.6 2点
り蛇の目 本体.高5.6
変じて助六 幅3.9 奥4.8

229 浅草のとん 現代 東京都台東区 不詳 竹、紙 かぶり物:高 l組 B-5-1-3 かぶり物に「仲の町 2001P229 
だりはねた 2.4径2.8 2点 揚巻J
り 提 灯 変 本体.高5.6
じて揚巻 幅3.6 奥4.8

230 やじろべえ 現代 東京都台東区 不詳 木、針 人形:高3.3 l組 C・5-2-13 2001P230 
金 幅22.5奥1.2 2点

台:高15.2
l隔3.4奥3.0

231 亀戸天神の 現代 東京都江東区 不詳 木 高4.7 幅2.2 l点 0-4-1・6 ~p r亀戸天満宮J 2001P231 
驚 奥2.4

232 亀戸天神の 現代 東京都江東区 不詳 木 高4.7 幅2.5 1)点 0-4-1-2 2001P232 
鴛 奥2.5

233 小絵馬鷲 現代 東京都江東区 不詳 木 高5.7 幅8.8 l点 0-2-1-1 印「亀戸天神社j 2001P233 
亀戸天神 厚0.9

234 東海七福神 現代 東京都品川区 不詳 土 恵比寿神高 l組 H-2-2-24荏原神社・恵比寿神 2001P234 
l.lカ通 2.3 幅2.1 7点 H-2-2-21品川神社・大黒天

奥1.7 H-2-2-19磐井神社・弁財天
大黒天:高2.2 H-2-2-23法禅寺・布袋尊
帽2.1 奥1.9 H-2-2-22品川寺・毘沙門天
弁財天.高2.8 |ふ18浜川神社・福禄寿
|隔2.3 奥1.7 H-2-2-20海曇寺・寿老人
布袋尊.高2.2 G-3・1・1台
幅2.5 奥1.9
毘沙門天.高
3.7 幅1.3
奥1.4
福禄寿:高2.4
幅3.0 奥1.7
寿老人.高3.4
幅2.3 奥1.8
台:高1.9幅

15.2 奥5.5

235 池上本門寺 現代 東京都大田区 不詳 紙、木 高17.5 径 l点 E-1-2-6 2001P235 
お会式の纏 4.3 

236 雑司ヶ谷の 現代 東京都豊島区 不詳 薄 高21.0 中国 l点 B・3・2・8札「雑司谷鬼子母 2001P236 
薄木菟 9.0 神j

237 王子の暫狐 現代 東京都北区 不詳 紙 高20.5 幅 l点 C-3-2-2 2001P237 
9.7 

238 柴又の弾き 現代 東京都葛飾区 園田清 竹、紙 高38.0 幅 l点 G-2・2・4 r柴又J 2001P238 
猿 7.0 

ハ
bつ臼



寄贈資料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

239 深大寺のわ 現代 東示都調布市 不詳 土 巾6.0 両 l組 J-2-24 札「深大寺J 2001P239 
らべ鈴 11.5 5点

240 深大寺の十 現代 東京都調布市 不詳 土 高7.6 I隔5.1 l点 J・4・27 r深j 2001P240 
二支土鈴 奥4.7
鶏

241 深大寺の十 現代 東京都調布市 不詳 土 高7.3 I隔4.3 l点 |ふ48 r深大寺J 2001P241 
二支土鈴 長6.9
羊

242 深大寺の達 現代 東京都調布市 不詳 土 高4.0 I隔3.0 l組 J・5・41 「深大寺」 2001P242 
磨小鈴 奥2.6 2点

243 深大寺の達 現代 東京都調布市 不詳 土 高5.8 幅5.4 l点 1-3-8 r深大寺j 2001P243 
磨鈴 奥5.0

244 深大寺の張 現代 東京都調布市 不詳 土 高5.9 幅5.1 l点 C-2-2-16 破損外膜塗料の 200 1 P244 
り子玩具 奥5.2 みぺン書「深大寺J
達磨

245 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高6.2 I隔4.8 l点 jふ33 r深大寺j 2001P245 
鈴 庵 奥4.9

246 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高4.1 I隔5.5 l組 J-4-33 r深大寺J 2001P246 
鈴花小鈴 奥2.9 2点

247 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高5.7幅5.6 l点 J-3-5 r深大寺Jr春まけて物 2001P247 
鈴万葉土 奥4.5 がなしきにさ夜ふけて羽ぶ
鈴 きしぎ鴫く鴫誰か回にか住

むJ

248 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高5.8 幅5.1 l点 J・3-9 r深大寺H早行きて何 2001P248 
鈴万葉土 奥4.4 時しか君を相見むと念ひし
鈴 情今ぞ和ぎぬるJ

249 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高5.8 I~百5.7 l点 J-3-8 r深大寺Hうちなぴく 2001P249 
鈴万葉土 奥4.8 春来るらし山の際の遠き木

鈴 末の咲きゆく見ればJ

250 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高5.9 幅5.2 l点 J-3-3 r深大寺H春かすみな 2001P250 
鈴万葉土 奥4.5 がるるなべに青柳の枝くひ
鈴 もちてうぐひす鳴くもJ

251 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高5.9 I幅5.5 l点 J-3-6 r深大寺Hあしびきの 2001P251 
鈴万葉土 奥4.6 山沢四具を採みに行かむ日

鈴 だにも逢はむ母は責むともj

252 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高6.0 幅4.9 l点 J-3-7 r深大寺Jr福のいかな 2001P252 
鈴万葉土 奥4.4 る人が黒髪の白くなるまで

鈴 妹が音を聞くJ

253 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高6.0 幅5.3 l点 J-3-14 r深大寺Jr石激る垂 2001P253 
鈴万葉土 奥4.8 水の上の早わらびの萌えい

鈴 づる春になりにけるかもj

254 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高6.0 幅5.4 l点 J-3-12 r深大寺H水鳥の立 2001P254 
鈴万葉土 奥4.6 たむよそひに妹のらに物言
鈴 はず来にて思ひかねつも」

255 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高6.0 幅5.8 l点 J-3・11 「深大寺Jrあしひき 2001P255 
鈴万葉土 奥4.7 の山橘のいろに出でよ語ら
鈴 ひつぎて逢ふこともあらむj
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256 深大寺の士 現代 東京都調布市 不詳 土 高6.1 幅5.3 l点 J-3-4 r深大寺Jf恋しければ 2001P256 
鈴万葉土 奥4.3 袖も振らむをむさし野のう

鈴 はらが衣の色に出なゆめj

257 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高6.1幅5.4 l点 J-3-13 r深大寺n玉くしげ 2001P257 
鈴万葉土 奥4.9 二上山に鴫く烏の声の恋し
鈴 き時は来にけりJ

258 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高6.2 幅5.5 l点 Jふ10 r深大寺n子らが名 2001P258 
鈴万葉土 奥4.9 に懸けのよろしき朝妻の片
鈴 山ぎしにかすみたなびく j

259 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高6.6 幅5.8 l点 Jふ2 r深大寺n遠からば位 2001P259 
鈴万葉土 奥5.2 びでもあらむ里近く有りと
鈴 聞きつ見ぬが術なきJ

260 深大寺の土 現代 東京都調布市 不詳 土 高7.1 幅6.5 l点 J-3-1 「深大寺nわが門に千 2001P260 
鈴万葉土 奥5.0 烏しば鳴く起きよ起きよわ
鈴 がひと夜妻ひとに知らゆなj

261 深大寺の張 現代 東京都調布市 不詳 張り子 高5.1 幅4.4 l点 H-1-2-3 青ぺン書「深大寺 2001P261 
り子玩呉 長13.6 時雨茶庵J
猪

262 箱根霊験壁 現代 神奈川県 花月堂 土、針 高7.2 幅 1点 A・4-1-4 r箱根権現道J 印
仇討箱根 金 10.5 奥5.7 「花月堂j

権現道

263 岡村の土天 現代 神奈川県横浜 不詳 土 高9.2 幅9.6 l点 C-1-2-8 参照写真『郷土玩 2001P263 
神 市杉山天満 奥4.7 具辞典~ P66r岡村の土天神J

r首ムー・

264 岡村の土天 現代 神奈川県横浜 不詳 土 高9.6 幅9.8 l点 C-1-2-7 参照写真『郷土玩 2001P264 
神 市杉山天満 奥4.9 具辞典~ P66r岡村の土天神j

宮

265 土鈴天狗 現代 神奈川県鎌倉 不詳 土 高3.2 幅2.5 l組 1-4-20 印「鶴岡八幡宮J
市鶴岡八幡 奥2.8 2点
宮

266 小田原提灯 現代 神奈川県小田 不詳 木、紙 高25.0 径 l点 B-3-2-17 r小田原提灯J 印 2001P266 
原市 ほか 10.2 r5.皇羅j

267 小千谷の木 現代 新潟県小千谷 不詳 木 高6.2 幅 l点 G-3-1・3墨書f木牛J シー 2001P267 
牛 市 12.0 奥8.0 Jレ「推奨品全国観光土産品

連盟J

268 ぺたくた 現代 新潟県北蒲原 今井徳四郎 木 高0.7 幅4.6 1)点 ん3-2-19 貼紙「奇玩妙玩 2001P268 
郡水原町 長30.5 ふしぎなおもちゃ べたく

た新潟県水原町山口製
作者今井徳四郎J

269 水原の=角 現代 新潟県北蒲原 今井徳四郎 木、土 女達磨:高 l組 C・3-2-14C-3-2・15 2001P269 
達磨 郡水原町 12.7幅5.1 2点

奥4.9
男達磨.高8.7
幅4.4奥4.3

270 のろま土鈴 現代 新潟県佐渡郡 清水半平 土 高5.6 幅4.7 l点 j・5-23 2001P270 
おかめ 佐和田町 奥4.5

271 のろま土鈴 現代 新潟県佐渡郡 清水半平 土 高5.1 幅4.5 l点 1-6-16 2001P271 
長者 佐和田町 奥4.8
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272 のろま土鈴 現代 新潟県佐渡郡 清水半平 土 高5.3 幅4.6 l点 1-4-4 2001P272 
道化 佐和田町 奥4.9

273 のろま土鈴 現代 新潟県佐渡郡 清水半平 土 高4.9 幅4.2 l点 1-6-22 2001P273 
仏師 佐和田町 奥5.0

274 佐渡ののろ 現代 新潟県佐渡郡 清水半平 土 全体.高12.2 l組 E-1・1・6 貼紙「佐渡民芸の 2001P274 
ま人形 佐和田町 幅4.2 奥3.3 4点 ろま」

275 天狗高下駄 現代 富山県 不詳 木 高8目8幅4.8 l点 l・3-37 貼紙「越中富山j 印 2001P275 
奥7.5 「意匠登録番号第163709号J

276 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高7.9 長6.3 l点 ι3-2-4 ぺン書「トヤマJ 2001P276 
形玉乗り 幅3.2
犬

277 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高5.8 長6.5 l点 H-2-1-11 鉛筆書「富山J 2001P277 
形鶏 幅2.6

278 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高6.7 I隔4.5 l点 H-5-2-6 鉛筆書「富山」 2001P278 
形鶏 奥2.9

279 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高6.8 長6.4 l点 E-4-2-15 鉛筆書「富山土人 2001P279 
形 犬 幅3.3 形古代犬J

280 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高5.7 長8.7 l点 A-5・1・3 鉛筆書「富山土人形 2001P280 
形 虎 幅3.5 トヤマJ

281 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高14.5 幅 l点 0-2-2-10 鉛筆書「富山 2001P281 
形姉様 8.0 奥3.9 ￥400 民芸品の庖えひめJ

282 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高4.7 I隔7.1 l点 H-5-2-9 鉛筆書「富山土人 2001P282 
形獅子頭 奥3.1 形」

283 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高5.3 幅7.9 l点 H-5-2-10鉛筆書「トヤマJ 2001P283 
形獅子頭 奥3.8

284 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高13.7 幅 l点 0-2-2-11ぺン書「トヤマJ 2001P284 
形若侍 5.4 奥4.1

285 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高9.7幅10.3 l点 Bふ1-11ベン書「富山土人形 2001P285 
形人形抱 奥5.2 人形抱き幼女 54.4.14 わ
き幼女 らべj

286 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高7.0 長7.9 l点 0-4-2-13 鉛筆書「富山土人 2001P286 
形 馬 幅2.5 形」

287 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高14.7 長 l点 Dふ2-4 鉛筆書「富山土人 2001P287 
形馬 乗 り 11.6 I隔4.0 形j

鎮台

288 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高5.7幅7.2 l点 E・3・2-3鉛筆書「犬と瓢富 2001P288 
形瓢箪抱 奥3.4 山J
き犬

289 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高15.9 I隔 l点 D-2-2-21鉛筆書「富山母と
形母と子 7.4 奥3.9 子」

290 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高14.3 長 l点 E・5・2-4 鉛筆書「富山土人形 2001P290 
形宝船 15.3 幅4.3 宝船」

291 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土 高8.4幅6.2 l点 Cふ1・6 鉛筆書「富山抱 2001P291 
形抱き雛 奥3.0 雛J
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292 富山の土人 現代 富山県富山市 渡辺信秀 土、木 高10.0 幅 l点 D・1・1・3鉛筆書『富山土人 2001P292 
形天 神 9.1 奥4.3 形J

293 加賀人形 現代 石川県金沢市 不詳 木 高7.8 幅7.7 l点 0-4-1-30 べン書『加賀人形 2001P293 
御陣乗太鼓 奥5.9 御陣乗太鼓J

294 金沢の木製 現代 石川県金沢市 中島めんや 木 高8.0 幅4.5 l点 ι5・2-8 シール「金沢・中島 2001P294 
玩具餅挽 奥3.0 めんやJ
き兎

295 金沢の張り 現代 石川県金沢市 不詳 張り子 高4.2 幅3.5 l点 A-5-1-12 鉛筆書『金沢j 2001P295 
子玩具首 長9.2
振り虎

296 九谷鈴ふ 現代 石川県金沢市 不詳 磁器 高4.6 長6.6 l点 J-6-10 2001P296 
ぐ 幅4.8

297 九谷鈴ふ 現代 石川県金沢市 本野隆弥 磁器 高4.8 長6.6 l点 J・6-12 r九谷J 2001P297 
ぐ 幅4.7

298 九谷鈴円 現代 石川県金沢市 本野隆弥 磁器 高5.2 幅4.7 l点 1-4-27 r九谷J 2001P298 
鈴 奥4.5

299 九谷鈴屋 現代 石川県金沢市 本野隆弥 磁器 高4.2 幅3.9 l点 1-3-22 r九谷」 2001P299 
形船 長7.0

300 九谷鈴鶏 現代 石川県金沢市 本野隆弥 磁器 高奥86. 8 1面3.7 l点 J-4-26 r九谷J 2001P300 
.2 

301 九谷鈴達 現代 石川県金沢市 本野隆弥 磁器 高6.6 幅5.3 l点 1-5-20 f九谷J 2001P301 
磨 奥5.0

302 金沢の張り 現代 石川県金沢市 不詳 張り子、 高21.4幅 l点 Dふ2-1 ぺン書「加賀張り子 2001P302 
子玩具春 木 3.8 奥7.8 春駒j

駒

303 百万石獅子 現代 石川県金沢市 不詳 土、布 高7.0 幅4.1 l点 J-5・9ぺン書「百万石」 2001P303 
ほか 長7.5

304 金沢の木製 現代 石川県金沢市 中島めんや 木、竹 高8.7 幅4.5 l点 B戸3-1・6 シール「金沢・中島 2001P304 
玩具米食 奥6.0 めんやJ
L ‘鼠

305 越前郷土人 現代 福井県 不詳 士、木 高3.5 幅4.2 l点 G・5・2-5 r越前郷土人形n永 2001P305 
形永平寺 奥3.2 平寺n京堂作J

306 若狭雲演獅 現代 福井県 不詳 木、布 高20.0 幅 l点 0-4-1-11 シーJレf通産大臣 2001P306 
子舞人形 ほか 8.4 奥7.0 賞若狭雲潰獅子舞J

307 気比神宮の 現代 福井県敦賀市 不詳 土 高7.5 幅7.5 l点 8-1-2-19 参照写真旧本発 2001P307 
桃太郎神 奥4.6 見 No29 郷土玩具~ P.32 

308 土笛腐 現代 山梨県 不詳 土 高5.0 幅4.3 l点 H-1-1-5 r甲州鷹笛J 2001P308 
長8.6

309 信玄達磨 現代 山梨県 不詳 木 高5.2 幅3.3 i点 じ2-1-1 「火山J 2001P309 
奥3.2

310 木彫り信 現代 山梨県 不詳 木 高7.5 幅3.6 l点 C-2-1-20 r風林火山J 2001P310 
玄達磨 奥3.7

311 木彫り馬 現代 山梨県 不詳 木 高8.7幅2.1 l点 N-2 武田菱 2001P311 
長12.0

-30ー
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312 藁駒 現代 山梨県 不詳 藁ほカ通 両7.5 I隔3.3 l点 $-3 貼紙「甲州わら駒J 2001P312 
長9.7

313 虫切鈴 現代 山梨県甲府市 斎藤岳南 土 各高2.2 幅 l組 J-6-51 2001P313 
御岳金桜神社 2.1 奥2.0 5点

314 土鈴信玄 現代 山梨県甲府市 不詳 土 高6.8 幅6.4 l点 J-7-2 貼紙「風林火山n信 2001P314 
達磨 奥5.7 玄」

315 信玄達磨 現代 山梨県甲府市 不詳 張り子 高11.6幅 l点 C-2-1-1 貼紙「疾如風徐立日林 2001P315 
9.6 奥9.1 掠如火不動如山n信玄j

316 親子達磨 現代 山梨県甲府市 斎藤岳南 張り子 高9.2 I隔7.2 l点 C-3-2-9 2001P316 
奥6.1

317 五色鈴 現代 山梨県甲府市 斎藤岳南 土、藁 幅4.5 長 l組 J-5-4貼紙「甲州穴切大神 2001P317 
穴切大神社 13.5 5点 社五色鈴j

318 猿橋欄干 現代 山梨県大月市 不詳 木 高11.2幅 l点 |ふ54Aふ1-37 貼紙旧本 2001P318 
猿橋町 6.3 奥5.6 二大奇橋猿橋J

319 土鈴道祖 現代 長野県 不詳 土 高5.5 幅4.0 l点 J-5-27 刻印「道祖神 しな 2001P319 
神 奥3.5 のじ」

320 木炭人形 現代 長野県 不詳 木炭 高7.6 幅3.7 l点 C-2-1-11 「信州炭口口口J 2001P320 
奥3.9 値札「信州 220 中村屋J

321 土人形托 現代 長野県長野市 不詳 土 高13.0 幅 l点 H-1-2-5 r善光寺J 2001P321 
鉢 善光寺 6.7奥5.0

322 土鈴小絵 現代 長野県長野市 不詳 士 高4.7 幅7.3 l点 J-7-16 r善光寺信濃路J 2001P322 
馬 布引き 善光寺 奥2.7
牛

323 土鈴善光 現代 長野県長野市 不詳 土 高6.1 I隔5.8 l点 Jふ34 刻字「信濃路善光 2001P323 
寺 善光寺 奥4.5 寺」

324 八日堂の蘇 現代 長野県上田市 不詳 木 高8.6 幅2.7 l点 8-1-2-9 r蘇民将来子孫 2001P324 
民将来 奥2.7 人也大福長者j

325 岡谷達磨 現代 長野県岡谷市 不詳 張り子 高6.7 径5.2 l 点 C-2-2-14 印鉛筆書「岡谷 2001P325 
だるまj

326 中野の土人 現代 長野県中野市 奈良久雄 土 高10.3 幅 l点 1・4-36 ぺン書「中野」 2001P326 
形姉妹 6.4 奥3.7

327 中野の土人 現代 長野県中野市 奈良久雄 土 高8.2 幅8.7 l点 G-4-1-6 ぺン書「中野j 2001P327 
形寿老人 奥6.1

328 中野の土人 現代 長野県中野市 奈良久雄 土 高6.0 長8.0 l点 E-2-2-5 ぺン書「中野j 2001P328 
形船乗り 幅4.1
lまこ

329 中野の土人 現代 長野県中野市 奈良久雄 土 高9.8 幅8.0 l点 D-1-2-14 ぺン書「中野j 2001P329 
形天神 奥4.3

330 木曽の藁馬 現代 長野県木曽郡 不詳 藁 高11.3幅 l点 $-2 ぺン書「ナガノj 2001P330 
4.0 長11.8

331 土鈴合掌 現代 岐阜県 不詳 土 高5.2 幅5.8 1点 J-8-35 2001P331 
造民家 奥3.8

332 美江寺の蚕 現代 岐阜県岐阜市 中島一夫 土 高6.0 幅5.5 l点 1-8-35 2001P332 
鈴 美江寺観音 奥4.0

一
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J
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333 美江寺の蚕 現代 岐阜県岐阜市 中島一夫 土 恵比須: l組 J-8-2 2001P333 
鈴(恵比須・ 美江寺観音 大黒: 6点
大黒・おか おかめ:
め・俵・宝 俵:
珠・槌) 宝珠:

槌:

334 美江寺の蚕 現代 岐阜県岐阜市 中島一夫 土 高11.2幅 l点 J-2-17 r福J 200lP334 
鈴 鶏 美江寺観音 11.4奥6.8

335 美江寺の蚕 現代 岐阜県岐阜市 中島一夫 土 高11.6幅 I点 1-6-6 r福J 200lP335 
鈴 鼠 美江寺観音 11.2奥7.5

336 美江寺の蚕 現代 岐阜県岐阜市 中島一夫 土 高11.0隔11 l点 J-3-29 r福j 2001P336 
鈴猪 美江寺観音 奥6.8

337 張り子人形 現代 岐阜県岐阜市 不詳 張り子 高5.5 隔4.0 l点 A-5-1-14 ベン書r61.2.27. 200lP337 
首振り虎 長10.0 岐阜城J

338 舵押さえ 現代 岐阜県大垣市 藤田正子 木、紙 高18.0 幅 l点 H-5剛 1-1 200lP338 
ほか 24.8 奥4.5

339 高山の土人 現代 岐阜県高山市 不詳 土 高5.6 幅6.2 l点 D-2-2-3 鉛筆書「高山土人 200lP339 
形官女 奥4.6 形J

340 高山の土人 現代 岐阜県高山市 不詳 土 高7.1 幅3.8 l点 D-2-2-14 鉛筆書「高山土人 200 1 P340 
形神官 奥3.2 形J

341 高山の士鈴 現代 岐阜県高山市 コ輪年朗 土 高6.2 幅4.5 l点 lふ 45 r円空鈴J 200lP341 
円空鈴 奥4.5

342 高山の土鈴 現代 岐阜県高山市 三輪年朗 土 高8.4幅4.4 l点 1-3-46 r円空鈴j 200lP342 
円空鈴 奥4.0

343 高山の土鈴 現代 岐阜県高山市 三輪年朗 土 高8.6 幅4.2 l点 1・1・3 r円空鈴J 2001P343 
円空鈴 奥3.5

344 高山の土鈴 現代 岐阜県高山市 不詳 土 高3.8 幅6.8 l点 1-8-19 鉛筆書「高山土鈴 200lP344 
犬 奥3.7 犬J

345 高山の土鈴 現代 岐阜県高山市 不詳 土 高5.1 幅5.8 l点 |ふ10 鉛筆書「高山土鈴 200lP345 
虎 奥3.5 虎J

346 高山の土鈴 現代 岐阜県高山市 不詳 土 高7.0 幅5.0 l点 J-2-9 200 1 P346 
松茸おかめ 奥3.4

347 高山の土鈴 現代 岐阜県高山市 不詳 土 高6.1 幅3.2 1)点 J-8-19 r高山土鈴J 200lP347 
馬 長6.3

348 高山の土鈴 現代 岐阜県高山市 不詳 土 高6.3 幅6.3 l点 |ふ42 r悲陀之馬鈴」 シー 2001P348 
馬鈴 奥2.7 Jレ「推奨品全国観光土産品

連盟j

349 高山の土鈴 現代 岐阜県高山市 民芸の庖円 土 高8.3 幅5.7 l点 |・1・19 r悲陀之高山 国分 2001P349 
蓮華瓦 空洞 奥3.4 寺蓮華瓦円空調謹製

興一j

350 渋草焼土 現代 岐阜県高山市 不詳 土 高8.0 幅6.2 l点 1-5-38 赤鉛筆書「高山渋 2001P350 
鈴 奥6.2 草j

351 高山の屋台 現代 岐阜県高山市 飛騨郷土民 木 高12.5 幅 l点 G-5-2-1 「高山の屋台」 2001P351 
芸社 7.3 奥4.2

352 高山の屋台 現代 岐阜県高山市 不詳 木 高11.5幅 l点 H-5・1・2 r飛騨高山屋台J 200lP352 
8.5 奥5.5

つ臼
円

J
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353 祝棒 現代 岐阜県両山市 民芸の庖円 木 同18.0 幅 l点 8・1・2・14 焼印「開運j 説明 2001P353 
空洞 3.0 奥3.0 書「招祝・4跡、棒のこと 古

く「嫁祝Lリという行事が「狭
衣Jf排内侍日記J等にも見え
ています。奥飛騨では、正
月十五日に、子孫、の繁栄を
祈って、新嫁の尻を打つ祝
い棒は、至って縁起のよい
ものとされています。ひだ
高山円空調(国分寺境内)J

354 小絵馬馬 現代 岐阜県高山市 不詳 木 高11.0幅 l点 0-3-1-5 ~n r飛騨之高WJr厄 2001P354 
17.0 除Jr園満J

355 高山の猿ぼ 現代 岐阜県高山市 不詳 布 長9.8 幅4.0 l点 ら3-1-3 2001P355 
lま 奥山

356 飛騨の縁起 現代 岐阜県高山市 民芸の庖円 藁ほか 高18.5 幅 l点 K-2 絵馬型札「飛騨の縁起 2001P356 
物草軽 空洞 7.0 物昔から人牛馬のわらじ

を拾うと縁起がよいとされ
家に持ち帰りて入口や神棚
にぶらさげて開運を祈る
わらじはお銭(あし)が入って
くると言はれその家には
人の出入が多くなって栄え
るとして珍重される ひだ
高山国分寺境内民芸の庖
円空洞Jf七難即減七福即
生」

357 市原の土人 現代 岐阜県瑞浪市 不詳 土 高15.2 幅 l点 0-1-1-10 鉛筆書「瑞浪J 値 2001P357 
形天神 14.3 奥5.4 札「￥460 岩田屋Jにぺン書

「岐阜j

358 養老の瓢箪 現代 岐阜県養老郡 不詳 瓢箪 高11.3幅 l点 K-11 シール「養老」 2001P358 
細工 養老町 6.0 奥5.8

359 土人形座 現代 静岡県 不詳 土 高6.6 幅6.2 l点 0-2-2・2青鉛筆書「座り小僧 2001P359 
り小僧 奥3.8 静岡j

360 士人形子 現代 静岡県 不詳 士 高8.5 幅6目l l点 1-4-33 赤鉛筆書「静岡子 2001P360 
守り 奥4.6 守」

361 土人形女 現代 静岡県 不詳 土 高10.4 幅 l点 B-5-2-21 青鉛筆書「静岡 2001P361 
学生 4.2 奥3.7 女学生J

362 土人形猫 現代 静岡県 不詳 土 高9.1 幅4.1 l 点 E-3-2-5 青鉛筆書「静岡描 2001P362 
背負い 奥3.2 ちゃんおんぶJ

363 静岡の張り 現代 静岡県静岡市 不詳 張り子 高13目O 幅 l点 A-1-2-1 
子玩具祝 20.8 奥5.0
L 、鯛

364 静岡の張り 現代 静岡県静岡市 不詳 張り子 高10.3 I隔 l点 Cふ2-10 ぺン書「静岡張子 2001P364 
子玩具達 8.8 奥8.2 達磨J
磨

365 浜松の張り 現代 静岡県浜松市 二橋志乃 張り子 高9.0 I隔7.0 1)点 B-4-2・15 墨書「二橋志乃 2001P365 
子兎車 奥9.3 八十才J鉛筆書「兎ころJ

366 浜松の凧人 現代 静岡県浜松市 不詳 紙、木 高10.0 幅 l点 B-4-1-9 r浜松名物凧人 2001P366 
所5 ほカ通 6.5 奥6.5 形j

367 =四呂人形 現代 静岡県=島市 不詳 土、紙 高10.7 幅 l点 G-1-1・6 印「三四呂人形j 2001P367 I 
少女姉妹 6.4 奥7.1

つdqu 
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368 三河の土人 現代 愛知県 不詳 土 高5.0 幅4.1 l点 A斗 2-19 2001P368 
形三番曳 奥3.7

369 三河の土人 現代 愛知県 不詳 土 高5.1 幅4.3 l点 G・2-1-13 鉛筆書「口口畑」 2001P369 
形三番聖 奥3.8 「三番史J

370 コ河の土人 現代 愛知県 不詳 土 高12.2 長 l点 E-4-2-13 鉛筆書「二河ちんj 2001P370 
形 j中 14.5 幅6.1

371 土人形鶏 現代 愛知県名古屋 不詳 土 雄:高8.0 長 l組 H~2-5 H-5-2-7 2001P371 
市天寧寺 6.8 幅3.4 2点

雌:高5目7長

6.4幅3.0

372 土鈴犬 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高6.1 長4.1 l点 Jふ13 i大御堂Jぺン書 2001P372 
市 幅3.3 「ナゴヤJ

373 土鈴虎 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高3.5 幅2.6 l点 J・4-3鉛筆書「ナゴヤ孫 2001P373 
市 奥5.8 虎」

374 土鈴虎 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高3.6 幅2.9 l点 lふ23 鉛筆書「ナゴヤ鈴 2001P374 
市 奥6.0 虎J

375 土鈴小絵 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高3.8 幅5.5 1)点 Jふ8 i玩弄庵其水J鉛 2001P375 
馬 牛 市 奥2.4 筆書「ナゴヤJ

376 土鈴小絵 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高3.7 幅5.6 l点 J-7-17 i玩弄庵其水」鉛 2001P376 
馬 犬 市 奥2.2 筆書「名古や絵馬鈴j

377 土鈴小絵 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高4.0 幅5.8 l点 |ふ30 i玩弄庵其水J 2001P377 
馬猪 市 奥2.4

378 土鈴打出 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高8.4幅5.8 l点 J~22 刻字「熱田神宮Ji神 2001P378 
小槌 市熱閏神宮 奥4.9 書J

379 土鈴宝船 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高5.7 幅7.0 l点 1-5・13 i其水J鉛筆書fナ 2001P379 
「丑丸J 市 奥3.7 ゴヤJ

380 熱田神宮の 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高7.7 幅5.1 l点 Jふ45 鉛筆書「まきわら鈴 2001P380 
巻藁鈴 市熱田神宮 奥4.4 熱田j

381 熱田神宮の 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高5.6 幅3.2 l点 Jふ36 i熱田宮初宮詣J 2001P381 
初宮鈴 市熱田神宮 長6.5 鉛筆書「初宮鈴J

382 熱田神宮の 現代 愛知県名古屋 不詳 土 径10.0 高 l点 1-6-30 i熱田神宮J 2001P382 
神鈴 市熱田神宮 12.0 

383 熱田神宮の 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高5.6 径5.3 i点 J-6-21 「豊穣熱田神宮j 2001P383 
神鈴 市熱田神宮

384 熱田神宮の 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高5.6 径5.3 l点 J-6・22 i豊穣熱田神宮J 2001P384 
神鈴 市熱田神宮

385 熱田神宮の 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高4.0 径8.3 l点 1-6-41 「熱田神宮J鉛筆書 2001P385 
文鎮鈴 市熱田神宮 「文鎮鈴」

386 熱田神宮の 現代 愛知県名古屋 不詳 土 各:高2.7 幅 l組 lふ20 i熱田神宮厄除J 2001P386 
厄除神鈴 市熱田神宮 1.9奥1.9 3点 l点破損

387 名古屋の土 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高6.0 幅2.6 l点 D~l・4 i桜天神Jぺン書 2001P387 
人形桜天 市 奥2.8 「名古屋うそj 値札i250J
神社の鷲

A
守

門

J
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388 名古屋の土 現代 愛知県名古屋 不詳 土 両8.4 幅5.6 l点 0-2-2-20 鉛筆書「ナゴヤ 2001P388 
人形子と 市 奥4.1 子とりJ
り

389 名古屋の土 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高7.1 幅6.0 l点 0-5-1-27 r七尾天神J鉛筆 2001P389 
人形七尾 市 奥6.1 書「かめのり天神j

亀乗り天神

390 名古屋の土 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高9.7 幅7.0 l点 0-1・2-19 銘「其水」 鉛筆書 2001P390 
人形天神 市 奥3.1 「ナゴヤJ

391 名古屋の土 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高9.8 幅6.5 l点 0-1-2-16 鉛筆書「名古や 2001P391 
人形天神 市 奥3.4 天神j

392 名古屋の土 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高9.8 幅7.0 l点 0-1-2-18 銘「其水J鉛筆書 2001P392 
人形天神 市 奥3.3 「ナゴヤJ値札r450J

393 名古屋の土 現代 愛知県名古屋 不詳 土 雄.高8.3 幅 l組 0-4-1-24 0-4-1-22 銘「其 2001P393 
人形夫婦 市 5.2 奥4.8 2点 水」 鉛筆書「夫婦猪ナゴ
猪 雌:高8.0 [隔 ヤ」

3.9 奥3.8

394 名古屋の土 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高10.2 長 l点 Eふ1-23 鉛筆書「ナゴヤJ 2001P394 
人形 神 市 9目9幅4.8

395 名古屋の土 現代 愛知県名古屋 不詳 土 高7.7 幅4.0 l点 0-2-2-17 鉛筆書「ナゴヤ 2001P395 
人 形狸々 市 奥3.8 握々 j

396 小 絵馬な 現代 愛知県名古屋 不詳 木 高8.0 [隔 l点 B-2-2-26 rなごや祭り 銀L 2001P396 
ごや祭り 市熱田神宮 21.6厚0.7 回の宝御輿渡御J

397 小絵馬那 現代 愛知県名古屋 不詳 木 高13.8 幅 l点 D・3-2-1 鉛筆書「なごやj 2001P397 
須与一 市 16.2 厚1.0

398 熱田神宮の 現代 愛知県名古屋 不詳 木 高2.5 [隔3.9 l点 ら5-1-13 焼印「熱田神宮J 2001P398 
獅子頭 市熱田神宮 奥4.5

399 竜泉寺の串 現代 愛知県名古屋 不詳 紙、竹 台込:高20.2 l組 E-1-2・11 印「竜泉寺J 2001P399 
馬 市竜泉寺 径6.7 2点

400 名古屋のか 現代 愛知県名古屋 不詳 竹、紙 高11.0幅 l点 H-2-1-2 200 1 P400 
らくり人形 市 6.4長13.5
でんでん太
鼓

401 名古屋のか 現代 愛知県名古屋 不詳 竹、木 高8.2 幅 l点 G・2・1・5ぺン書「廻り鼠J 2001P401 
らくり人形 市 26.0 奥9.3
まわりねず
み

402 豊橋の土人 現代 愛知県豊橋市 西村茂治 土 高8.6 幅7.4 l点 0・1・2・8 鉛筆書「豊橋赤天 2001P402 
形赤天神 奥4.4 神 250J 参照写真『郷土

玩具辞典jP233r赤天神j

403 小絵馬狐 現代 愛知県一富市 不詳 木 高8.5 幅 1点 C・2-1-5 印「開運招福J焼 2001P403 
面 真清田神社 12.2 印「三八稲荷社j

三八稲荷

404 熊手 現代 愛知県一宮市 不詳 竹 長42.5 幅 l点 B-3-2-3 札「三八L、なり 初 2001P404 
真清田神社 9.0 詣で」
三八稲荷

405 豊川のおこ 現代 愛知県豊川市 内藤武人 張り子 高7.8 幅6.4 l点 B-2-1-1 
ろりん 奥5.3

F
b
 

n
J
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406 豊川の張り 現代 愛知県豊川市 内藤武人 張り子 同8.7 幅6.5 l点 9-3-2-14 2001P406 
子商鍾埴 厚2.9

407 起の土人形 現代 愛知県尾西市 中島一夫 土 高10.1 幅 1)点 D-1・2・22 鉛筆書「起天神(中 2001P407 
天神 6.2 奥3.1 島)J

408 コ河の土人 現代 愛知県西尾市 松田克巳 土 台込:高5.7 1)点 C・4・1-19 銘「克巳J鉛筆書 2001P408 
形銀狐 長8.3 幅5.0 「三河銀狐j

409 =河の土人 現代 愛知県西尾市 不詳 土 高4.2 幅3.0 1)点 J-7-12 鉛筆書I三河j 2001P409 
形士鈴 長5.3
狩

410 土鈴きら 現代 愛知県西尾市 松田克巳 土 各:高3.5 幅 l組 1-3-4 鉛筆書「きららJ 2001P410 
ら鈴 3.4奥3.0 2点

411 吉良の赤馬 現代 愛知県西尾市 田中ゆき 練り物 高5.2 長5.7 l点 D-5-1-19 参照写真『郷土玩 2001P411 
幅2.6 具辞典.1P106 r吉良の赤馬J

412 吉良の赤馬 現代 愛知県西尾市 田中ゆき 練り物 高5.2 長5.8 l点 D-5-1-20 参照写真『郷土玩 2001P412 
幅2.5 具辞典.1P106r吉良の赤馬J

413 吉良の赤馬 現代 愛知県西尾市 田中ゆき 練り物 高7.6 長7.2 l点 0・5・1-5 参照写真『日本発 2001P413 
幅2.1 見No29郷土玩具.1P35r吉

良の赤馬J

414 練り物人形 現代 愛知県西尾市 田中ゆき 練り物 高3.8 長5.3 l点 E-3-1-20 鉛筆書「西尾狩J 2001P414 
5中 幅2.7

415 十団子 現代 愛知県犬山市 不詳 小麦粉、 台込田高19.3 l組 E-1-1-14 r犬山継鹿尾観 2001P415 
継鹿尾寂光院 竹 l隔5.5 奥5.2 10点 音みやげ とうだんごJ

416 寂光院紙燕 現代 愛知県犬山市 植島=郎 練り物、 幅10.0 長 l点 9-2-2-25 2001P416 
継鹿尾寂光院 紙、木 17.0 

ほか

417 小坂井の風 現代 愛知県宝飯郡 豊田浩 木、竹 高34.5 幅 l点 9-3-2-7 2001P417 
車 小坂井町菟 21.0 

足神社

418 楼車鈴 現代 三重県 不詳 土 高7.5 長4.6 l点 J-5-36 2001P418 
l隔3目4

419 張り子人形 現代 三重県 不詳 張り子 高11.9幅 l点 B・1-1-7 印 r~ 、せ口J 2001P419 
立天神 8.6 奥6.6

420 土鈴芦屋 現代 三重県伊勢市 不詳 土 高6.2 幅7.7 l点 |・4-21 「伊勢山田常明寺 2001P420 
釜 奥7.2 永正三年八月吉日 大工芦

屋行信J刻印f高将J

421 伊勢の練り 現代 コ重県伊勢市 不詳 練り物 高7.3 幅6.1 l点 ι5-1-9 2001P421 
物玩具弓 ほか 奥13.3
獅子

422 土鈴茄子 現代 =重県松阪市 不詳 土 高7.6 幅6.2 1点 l・2・1刻印「松阪万古J 2001P422 
型鈴 奥5.4

423 土鈴人面 現代 =重県松阪市 不詳 士 高13.8 幅 l点 J-7-37 刻印 2001P423 
鈴 6.0 奥4.1

424 土鈴八角 現代 三重県松阪市 不詳 土 高7.3 幅5.7 l点 1-7-6 刻印「松阪万古J 2001P424 
鉄鈴 奥5.0

425 土鈴万古 現代 三重県松阪市 不詳 土 高8.3 幅4.9 l点 J-5・37 刻印 2001P425 
土鈴 奥5.0

」一一一一

円

oqu 
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426 土鈴養老 現代 二重県松阪市 不詳 土 両7.9 幅6.0 l 点 1-8・34 r養老年製J刻印 2001P426 
銘鈴 奥5.6 「松阪万古j

427 土鈴魔除 現代 三重県上野市 宮崎慶之介 土 高7.2 幅5.6 l点 1-2・22 r上野天神 まよけ」 2001P427 
け鬼土鈴 奥6.4 参照写真『土鈴~ P39 r魔除

け鬼土鈴」

428 楼車鈴 現代 三重県上野市 宮崎慶之介 土 高10.3 幅 l点 1-3-55 参照写真『土鈴』 2001P428 
3.1 長4.8 P39r楼車鈴j

429 楼車鈴 現代 三重県上野市 宮崎慶之介 土 高14.0 幅 l点 J-2-4 rし、が上の天神祭 2001P429 
6.5 奥5.9 楼車鈴宮寄作j 参照写真

『士鈴~ P39 r楼車鈴J

430 楼車鈴 現代 三重県上野市 宮崎慶之介 士 高9.1 幅4.0 Lr，;;: |ふ41 破損参照写真『土 200 1 P430 
長4.0 鈴.1P39r楼車鈴J

431 大津絵首人 現代 滋賀県大津市 不詳 土 全体:高11.3 l組 E-1幽 1-11 「矢の根n弁慶J 2001P431 
形 幅6.1 奥6.1 5点 「槍持奴n鬼の念仏n藤娘J

貼紙「大津絵首人形」

432 土鈴鬼の 現代 滋賀県大津市 不詳 土 高9.5 幅9.5 l点 lふ35 刻字「奉加帖j 刻印 2001P432 
寒念仏 奥4.4

433 大津絵小絵 現代 滋賀県大津市 高橋松山 木 高19.5 幅 l 点 じ3-1-11 貼紙「大津絵松 2001P433 
馬 16.5 厚2.5 山j 説明書添付

434 大津絵人形 現代 滋賀県大津市 不詳 木 高15.0 幅 l点 A-4-1・20 貼紙「魔除けJ 2001P434 
鬼の寒念仏 3.0 奥3.0

E-3圃2-1 「げほうの梯子ず435 大津絵版画 現代 滋賀県大津市 石橋嘉楽 章氏 縦26.5 横 l組 2001P435 
集 13.0 10点 りn矢の根をとこnむこう

八巻つりがねべんけLリ「や
っこさんのしりふり行れつJ
「ひょうたんなまずをしっか
とおさへますn荒気の鬼も
発起してかねしもくn座頭
のふんどし犬わんわんn塗
り笠お女郎がかたげた藤の
はなnお若衆はたかをもっJ
「かみなりたいこつるべと
る」

436 土鈴 現代 滋賀県大津市 不詳 土、藁 土鈴:長21.5 l点 K-3 札「石山j 2001P436 
か 幅5.4

437 大津絵瓢箪 現代 誠賀県大津市 高橋松山 瓢箪 高13.3 幅 l点 K・18 貼紙「大津絵松山」 2001P437 
4.1 奥4.2

438 大葎絵置物 現代 滋賀県大津市 和堂 木、紙 高11.5幅 '*JI. E・1・1・15 貼紙「大津絵和
6.1 奥3.5 2点 堂j ぺン書「絵付兵丹j

439 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高13.6 111高 l点 A幽2-2-13 2001P439 
形 おこそ 五個荘町 6.5 奥4.5

440 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高3.7長6.8 l点 A-1-1-13 赤ぺン書「ふくら 2001P440 
形ふくら 五個荘町 幅6.5 雀小幡J
雀

441 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高4.8 長6.5 l点 ん1-1-8 赤ぺン書「小幡J 2001P441 
形 ふくら 五個荘町 幅6.2
雀

寸

iq
u
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442 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高10.0 長 l点 A-2-2-8 赤ぺン書「小幡土人 200 1 P442 
形牛乗り 五個荘町 12.8 幅5.9 形牛乗童子j

童子

443 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高8.2 幅9.8 l点 A-2-2-9 値札「シガ￥200諸 2001P443 
形熊金 五個荘町 奥5.5 国民芸J

444 小幡の士人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高7.8 幅5.8 l点 A-2-2-1 値札「シガ￥100諸 2001P444 
形恵比須 五個荘町 奥3.9 国民芸J

445 小幡の士人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高6.1 長7.4 l点 A-1-1-6 2001P445 
形鶏 五個荘町 幅3.5

446 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高8.6 長9.0 l点 A-1-1-12 200 1 P446 
形鶏 五個荘町 幅4.7

447 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高16.5 幅 l点 B-4-2-6 ぺン書「小幡月乗 2001P447 
形月乗り 五個荘町 8.7 奥8.0 兎j

兎

448 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高10.6 幅 l点 A-2-2-12 200 1 P448 
形鯉金 五個荘町 13.9 奥5.2

449 小幡の土人 現代 滋賀県神埼郡 細居文蔵 土 高6.3 幅9.5 1 )点 E-5-1-13 値札「謹賀シシ 2001P449 
形獅子頭 五個荘町 奥7.0 頭 ￥370 諸国民芸J 鉛

筆書「小幡土人形獅子頭j

450 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高20.3 幅 l点 A-1-1胴4 2001P450 
形汐汲み 五個荘町 8.0 奥4.5

451 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 縮居文蔵 土 高6.2 幅7.5 1点 A-2-2-4 値札「シガ￥100諸 2001P451 
形寿老人 五個荘町 奥4.7 国民芸J

452 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高13.5 幅 l点 A-1-1-10刻印 2001P452 
形松茸お 五個荘町 9.0 奥6.0
かめ

453 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高8.0 幅 l点 A-1-1-5 2001P453 
形松茸お 五個荘町 12.5 奥6.2
かめ

454 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高15.5 幅 l点 A-1-1-2 200 1 P454 
形松茸狐 五個荘町 9.0 奥6.5

455 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高6.3 幅7.2 l点 A-2-2-5 貼紙「出品者細居 2001P455 
形大黒 五個荘町 奥3.7 文蔵品名七福口J 値札

「シガ ￥100 諸国民芸J

456 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高11.0幅 1)点 C-2-1-7 値札Iシガ￥200諸 2001P456 
形達磨 五個荘町 8.1 奥7.1 国民芸J ぺン書「小幡土人

形達磨」

457 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高11.2幅 l点 A-2-2-10 刻印「小」 2001P457 
形桃太郎 五個荘町 10.2 奥6.6
の猿

458 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 士 高8.6 幅 l点 A・2-2-11 刻印「小 2001P458 
形桃抱き 五個荘町 10.6 奥7.0
童子

459 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高12.1 幅 l点 A・2・2-14 刻印「小 2001P459 
形道成寺 五個荘町 10.2 奥6.3

460 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高12.7幅 l点 ん1・1・3べン書「滋賀小幡 2001P460 
形 乳 や り 五個荘町 9.8 奥7.4 土人形乳のませ嫁J

Q
U
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461 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 局11.6長 l点 D-3-1-12 鉛筆書「小幡J 2001P461 
形馬 五個荘町 12.7 幅4.6

462 小幡の土人 現代 諮賀県神埼郡 細居文蔵 土 高18.6 幅 l点 A-2-2-7 200 1 P462 
形馬 乗 り 五個荘町 14.8 奥5.3
天神

463 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高10.3 長 l点 A-2-2-6 2001P463 
形俵牛 五個荘町 14.8 11園7.2

464 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高12.0 幅 l点 A-1-1-1 2001P464 
形布袋 五個荘町 9.6 奥5.1

465 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高7.0 幅6.1 l点 A・2・2・2値札「シガ￥100諸 2001P465 
形 布袋 五個荘町 奥3.7 国民芸J

466 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高7.0 幅7.4 l点 A-2-2-3 値札「シガ￥100諸 2001P466 
形福禄寿 五個荘町 奥4.3 国民芸j

467 小|幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高8.7 1隔 l点 A-1-1-9 2001P467 
形 鈴抱き 五個荘町 11.3奥6.4
童子

468 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高7.8 長 l点 ん1-1-7 ぺン書「小幡土人形 2001P468 
形 5中 五個荘町 11.5 1傾5.0 犬j

469 小幡の土人 現代 滋賀県神崎郡 細居文蔵 土 高14.5 幅 l点 A-1-1-11 200 1 P469 
形鰻頭喰 五個荘町 5.3 奥7.4

470 能登川の近 現代 滋賀県神埼郡 不詳 張り子 高6.5 幅5.0 l点 B-2-2-23 200 1 P470 
江達磨 能登川町 奥4目9

471 能登川の近 現代 滋賀県神埼郡 不詳 張り子 高6.8 幅5.0 l点 B-2-2-22 2001P471 
江達磨 能登川町 奥4.8

472 張り子人形 現代 京都府 不詳 張り子 高8.0 1隔5.7 l点 H-4-2-8 印「京都nあJ 2001P472 
猿 奥5.2

473 張り子人形 現代 京都府 不詳 張り子 高7.5 幅5.2 l点 H・4-2-10 印「京都nあJ 2001P473 
鶏 長5.2

474 張り子人形 現代 京都府 不詳 張り子 高9.4 幅5.2 l点 G・3・2-4 印「京都nあJr嫁 2001P474 
鼠の嫁入り 奥5.3 君J

475 張り子人形 現代 京都府 不詳 張り子 高4.7 幅5.5 l点 H-4-2-9 印「京都JrあJ 2001P475 
猪 長9.0

476 張り子人形 現代 京都府 不詳 張り子 高5.0 幅5.8 l点 H-4-2・7 印「京都nあ」 2001P476 
猪 長9.2

477 張り子人形 現代 京都府 不詳 張り子 高6.0 幅6.8 l点 H-1・1・1印「京都nあj 2001P477 
烏の子 奥6.0

478 張り子人形 現代 京都府 不詳 張り子 高7.6 幅3.6 l点 E-3-1-6 印「京都JrあJ 2001P478 
馬 長8.4

479 鳩車 現代 京都府 不詳 張り子、 高9.7 幅8.4 l点 H・4・1・13 2001P479 
木 長13.0

480 京都の土鈴 現代 京都府京都市 不詳 土 各:高3.3 幅 l組 J-7-38 r京都n旅行安全」 200 1 P480 
厄除鈴 2.6 奥2.5 3点 「清水Jr三年坂n厄除j

481 三宅八幡の 現代 京都府京都市 不詳 土 高6.0 幅4.2 l点 H-1-1-8 刻印「三宅八幡j 2001P481 
土鳩 三宅八幡 長8.8

Q
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482 子育て人形 現代 尽都府泉都市 不詳 土 同7.4 幅3.6 l点 D-2-2-13 刻印「花月堂」 ぺ 200 1 P482 
県神社 奥4.4 ン書「宇治あがた神社安

産守り」

483 首人形 現代 京都府京都市 不詳 土 全体.高15.0 l組 ι1-1-8 fくら馬J 200 1 P483 
径5.8 4;点

484 清水の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高5.3 幅3.4 l点 ん4-2-18 鉛筆書「清水土人 2001P484 
形お 福 奥3.8 形j

485 清水の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高6.6 幅5.2 l点 H-2-1-9 銘あり 鉛筆書「清 2001P485 
形貴人 奥3.6 水人形貴人J

486 清水の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高3.4長3.8 l点 A・5-1-19 鉛筆書「清水土人 2001P486 
形 虎 l隔2.5 形」

487 清水の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高4.0 幅2.8 l点 C・2・1・14 鉛筆書「清水土人 2001P487 
形竹達磨 奥2.8 形J

488 清水の土人 現代 京都府京都市 太田保秀 士 高7.2 幅5.7 l点 |ふ29 鉛筆書「奈良」 参照 2001P488 
形土鈴 奥4.6 写真『土鈴~ P47f観音土鈴」
観音土鈴

489 清水の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高3.8 幅3.0 l点 J平33 鉛筆書「清水土人形J200 1 P489 
形土鈴 長5.1
犬

490 清水の土人 現代 京都府京都市 太田保秀 土 高11.8 幅 l点 1-6-34 参照写真『土鈴』 2001P490 
形土鈴 9.5 奥8.0 P47f観音土鈴J
飛天土鈴

491 清水の土人 現代 京都府京都市 太田保秀 土 高7.5 幅6.2 l点 J-1-16 f迷企羅大将」 参照 2001P491 
形土鈴 奥3.3 写真『土鈴~ P46f迷企羅土
迷企羅土鈴 鈴j

492 清水の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 人形各:高1.5 l組 C-5-1-16 中国人・虚無僧・僧 200lP492 
形豆人形 幅1.2 奥0.7 15点 -天神・大原女・接・虎・だるま

信玄袋:縦2.8 -招き猫・力士・烏・狸・福助・
横2.8 高5.1 弁財天・ご隠居

493 清水の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 人形各:高1.5 l組 B・5-2-1 子ども・人・姫・武士 2001P493 
形豆人形 幅1.2 奥0.7 15点 -虚無僧・僧・天神・大原女・

信玄袋:縦3.2 猿・虎・だるま・猫・相撲取り・
横3.2 高2.3 烏

494 清水の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 人形各:高1.5 l組 B-5-2-2 エビス・布袋・福禄 2001P494 
形豆人形 幅l.l奥1.0 8点 寿・寿老人・弁財天・大黒天・
七福神 信玄袋:縦2.8 毘沙門天(二体、重複)

横2.9 高2.5

495 清水の士人 現代 京都府京都市 不詳 土 人形各:高1.7 l組 C-5-1-15 恵比須・大黒・布袋 200lP495 
形豆人形 幅l.l奥1.0 7点 -弁財天・毘沙門天・福禄寿・
七福神 信玄袋:縦2.8 寿老人

横2.7 高4.1

496 清水の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 人形各:高1.3 l組 B-1-2-4 紫・黄・燈・青・黄土 2001P496 
形豆人形 幅l.l奥1.3 5)点
達磨 台:縦6.0 横

7.0 厚0.7

497 清水の士人 現代 京都府京都市 不詳 土 高4.3 長6.5 l点 D-3-2-9 鉛筆書「清水人形j 2001P497 
形 馬 幅3.4

498 清水の土鈴 現代 京都府京都市 太田保秀 土 高3.1 1~ll!6.1 l点 1-1・11 鉛筆書「清水j 参照 2001P498 
観音土鈴 奥7.2 写真『土鈴~ P471観音士鈴j

」一一
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499 清水土人形 現代 京都府泉都市 不詳 士 尚4.0 幅2.0 l点 J-7・8 鉛筆書「清水土人形J 200 1 P499 
土鈴馬 長4.1

500 土人形金 現代 京都府京都市 東山工芸 土 高6.2 長8.1 l点 ι4-1・8 鉛筆書「東山工芸 2001P500 
魚 |隔6.7 金魚j

501 土人形三 現代 京都府京都市 不詳 土 高9.7 長 l点 H-1-1-11 参照写真旧本発 2001P501 
宅八幡の鳩 12.5 幅6.3 見~ P63 

502 土 鈴絵馬 現代 京都府京都市 不詳 土 高4.1 幅5.3 l点 |ふ26 印「嵯峨n野々 宮」 200lP502 
野々宮 奥2.1

503 土鈴蛙 現代 京都府京都市 不詳 土 高6.0 幅5.3 l点 1・2・16 r福J鉛筆書「東山 2001P503 
奥5.2 工芸J

504 土鈴柿 現代 京都府京都市 不詳 土 高4.4 幅4.7 l点 |・8・2 r落柿舎J 200lP504 
奥4.3

505 土鈴柿 現代 京都府京都市 不詳 土 高4.4幅4.7 l点 J-2-10 墨書「落柿舎J 200lP505 
奥4.8

506 土鈴耳鈴 現代 京都府京都市 不詳 土 高5.8 幅5.8 l点 J-1・4 鉛筆書「高台寺瓦 2001P506 
奥3.5 鈴J

507 土鈴金閣 現代 京都府京都市 不詳 土 高8.1 幅5.8 l点 1-1-18 r金閣寺j 200lP507 
寺 奥3目7

508 士鈴銀閣 現代 京都府京都市 不詳 土 高6.0 幅5.2 l点 J-4-23 鉛筆書「銀閣寺j 200lP508 
寺 奥5.3

509 土鈴 犬 現代 京都府京都市 東山工芸 土 高5.3 長7.1 l点 J-6-14 鉛筆書「東山工芸 2001P509 
l踊4.6 保智j

510 土鈴犬 現代 京都府京都市 不詳 土 高5.7 幅5.4 1点 J-6・32 ぺン書「高台寺j 2001P51O 
高台寺 長6.3

511 土鈴吾唯 現代 京都府京都市 不詳 土 高5.3 幅5.2 l点 J-5-28 2001P511 
知足 竜安寺 奥2.7

512 土鈴女雛 現代 京都府京都市 不詳 土 高3.7幅3.6 l点 1-6・42 印「野々宮j 2001P512 
奥3.6

513 土鈴神猿 現代 京都府京都市 不詳 土 高7.1 幅4.3 l点 J-2・20 r平安神宮J 200lP513 
鈴 平安神宮 奥5.2

514 土鈴神宮 現代 京都府京都市 不詳 土 高4.7幅4.2 l点 lふ 18 鉛筆書「野々宮J 2001P514 
奥4.0

515 土鈴東山 現代 京都府京都市 不詳 土 高5.9 幅5.9 l点 1-1-8 r京nひがしやまj 200lP515 
奥3.0

516 土鈴内裏 現代 京都府京都市 不詳 士 男雛:高5.1 l組 1-2-19 J-6-19 鉛筆書「平安J2001P516 
雛 幅5.2 奥5.3 2点

女雛:高5.3
幅5.2 奥5.2

517 土鈴忘れ 現代 京都府京都市 不詳 土 高6.0 径3.5 l点 1-4-16 r忘れ傘j 200lP517 
傘 知恩院

518 土鈴忘れ 現代 京都府京都市 不詳 二k 高6.3 径3.8 1)点 1-2-10 墨書I忘れ傘」 200lP518 
傘 知恩院

519 土鈴木魚 現代 京都府京都市 不詳 土 高5.3 幅4.0 l点 1-6-10 鉛筆書「桜山サガ 2001P519 
奥3.6 ノJ
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520 土鈴鰐口 現代 尽都府JR都市 不詳 土 同5.4幅5.8 l点 J-1-10 r洛東清水」 2001P520 
奥2.9

521 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高7.5 幅7.2 l点 A-1-2-7 200lP521 
形ちょろ 奥5.5
けん

522 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 大:高3.4 径 l組 B-5-2-25 B-5-2-26 B-5-2-27 200IP522 
形でんぽ 10.2 3点 鉛筆書i500J

中:高3.4径
8.7 
小:高2.6 径
6.6 

523 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高4.5 長7.4 l点 A-2-1-3 鉛筆書「伏見土人 200lP523 
形ふくら I隔6.7 形j

雀

524 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高4.7長8.0 l点 A-2-1-1 鉛筆書「伏見土人
形ふくら l隔6.5 形」
雀

525 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高6.0 幅4.8 l点 A-2-1-6 200lP525 
形一つ蔵 奥4.8

526 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 士 高4.8 長9.1 l点 E・5-1-4 参照写真『十二支』 200lP526 
形一文牛 幅3.5 P37 

527 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高11.8幅 l点 A-2-1-9 ベン書「フシミ サ 2001P527 
形猿ちょ 11.5奥9.6 ルチョロJ
ろ

528 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高3.6 長6.1 l点 A-2-1-7 2001P528 
形牛車 幅2.3

529 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高7.5 幅 l点 じ1-2-6 鉛筆書「伏見土人 2001P529 
形牛乗り IO.I 奥4.5 形j 参照写真龍野市立歴
天神 史文化資料館『郷土玩具へ

の想Lリ P48i牛乗り天神J

530 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 士 高5.8 長9.6 l点 ん1-2-6 鉛筆書「伏見J 2001P530 
形牛乗り 幅4.3
童子

531 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高8.5 幅 l点 ん2-1-14 鉛筆書「伏見」 2001P531 
形熊金 10.0 奥4.8

532 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 士 高3.0 長3.7 l点 A-1-2-5 2001P532 
形 虎 幅2.4

533 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高5.2 長6.0 l点 A-5-1-17 鉛筆書「伏見土人 2001P533 
形 虎 幅3.2 形」

534 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高9.6 幅5.8 1 )点 A-3-1-17 担ぎ棒欠
形御 輿 奥6.3

535 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高7.3 幅7.0 l点 A-1-2-8 鉛筆書「伏見狐」 2001P535 
形口入れ 奥4.2
f瓜

536 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高11.8幅 l点 A-2-1-13 ぺン書「伏見西 200IP536 
形腰掛け 8.3 奥7.8 行J添付紙「京都伏見
西行 西行人形 42.1.7J 
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537 伏見の土人 現代 示都府尽都市 不詳 土 高6.8 長6.7 l点 0-3-1-7 鉛筆書「伏見子供 2001P537 
形子供乗 幅3.6 乗馬j

馬

538 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高13.2 幅 l点 A-1-2-2 鉛筆書「伏見J 2001P538 
形獅子廻 9.0 奥5.4
し

539 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 士 高10.8 1隔 l点 A-3-1-16 2001P539 
形小判乗 4.7奥6.3
り狐

540 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高11.0幅 し点 A-3-1-15 2001P540 
形小判乗 4.6 奥6.2
り狐

541 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高11.0幅 l点 A-3-1-11 2001P541 
形小判乗 5.0 奥7.8
り弧

542 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高5.4長 l点 A-3・2・8 鉛筆書「伏見土人形 2001P542 
形小判鼠 10.7 1隔5.2 小判鼠」

543 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高10.3 長 l点 E-2-1-12 2001P543 
形蒸気船 20.5 1隔5.5

544 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高13.1 長 l点 0-3-2-16 鉛筆書「伏見 2001P544 
形飾 馬 15.3 幅5.4 580J 

545 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高10.0 幅 l 点 0-1-1-5 鉛筆書「伏見土人形 2001P545 
形赤天神 8.5 奥4.3 赤天神j

546 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高4.8 長 l点 E・2-2-2 鉛筆書「伏見J値 2001P546 
形船 乗 り 11.2 1隔5.3 札「京都舟のり子供￥260
童子 諸国民芸j

547 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高12.1 幅 l点 A-1-2-14 青鉛筆書「伏見 2001P547 
形組合童 14.7 奥7.0 組合子供j

子

548 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高23.5 幅 l 点 A-3-1-20 2001P548 
形蘇我の 20.5 奥9.8
対面・朝比
奈

549 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高11.8 111肩 l点 A-2-1-12 青鉛筆書「フシミ 2001P549 
形孫守 11.6奥5.3 孫守りJ

550 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高13.6 1隔 l点 A-1-2-10 青鉛筆書「伏見 2001P550 
形鯛担ぎ 14.4 奥8.7 鯛さし子供J
童子

551 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高7.3 1隔5.0 l点 B-5-1-17 シール「京都陶舷 2001P551 
形大黒 奥4.3 器工業組合人形検査格付

証票jにr1.l8J

552 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高4目4 11幅3.5 l点 B-2-2-9 ペン書「フシミ フ 2001P552 
形達磨 奥3.1 シミJ

553 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高10.1 幅 l点 A-2-1-10 2001P553 
形貯金箱 12.8 奥6.7
一つ蔵

q
U
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554 伏見の土人 現代 尽都府尽都市 不詳 土 高4.1幅2.7 l点 J-6-7 2001P554 
形士鈴 奥2目7
一つ蔵

555 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高3.3 幅3.2 l点 J-4-6鉛筆書「京都伏見J 2001P555 
形土鈴 奥5.6
雀

556 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高5.2 長8.4 l点 A・2・1・8ぺン書「伏見j 2001P556 
形唐辛子 幅3.2
鼠

557 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高4.9 幅4.0 1点 ん2-1-5 鉛筆書「伏見豆猿 2001P557 
形豆猿チ 奥3.1 チヨロJ
ョロ

558 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高10.0 幅 l点 D-1-2-15 ぺン書「梅天神」 2001P558 
形梅持ち 9.3 奥3.4 参照写真群馬県立歴史博物
天神 館『郷土人形の世界~ P11 

「梅持ちJ

559 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高11.4幅 l点 A-3-1-12 ぺン書「白蔵主j 2001P559 
形白蔵主 6.5 奥5.3

560 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高10.6 長 l点 A-2-1-11 墨書「伏見人形j 2001P560 
形俵牛 19.5 幅8.1

561 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高6.0 長6.4 l点 ん2-1-2 鉛筆書「伏見俵乗 2001P561 
形 {表乗り I1腐4.1 り子J
鼠

562 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高9.2 幅9.0 l点 A-1-2-9 鉛筆書「伏見俵か 2001P562 
形俵担ぎ 奥5.7 つぎJ
童子

563 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高9.5 幅 l点 A-1-2-12 ぺン書「伏見J値 2001P563 
形瓶割り 10.2 奥7.7 札「京都￥500諸国民芸J

564 伏見の士人 現代 京都府京都市 不詳 土 高5.5 幅3.7 l点 J-3-33 鉛筆書「万寿鈴鰻 2001P564 
形万寿鈴 奥2.8 頭クイ」
鰻頭喰い

565 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高15.3 幅 l点 ん1-2-13 2001P565 
形立雛 10.7 奥5.4

566 伏見の土人 現代 京都府京都市 不詳 土 高11.8幅 l点 ん3-1-19 鉛筆書I伏見J 2001P566 
形鰻頭喰 5.6 奥4.8

567 祇園鉾 現代 京都府京都市 不詳 木 高14.5 幅 1)点 ι5-2-3 2001P567 
3.1 長5.0

568 京絵馬字 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.1 1隔 l点 A-6-1-1 「宇治平等院J焼 2001P568 
治平等院 11.7 印「京絵馬J

569 京絵馬賀 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.4 幅 l点 A・6-1-27 r賀茂御祖神社」 2001P569 
茂御祖神社 12.0 

570 京絵馬貴 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.4 幅 l点 A-6-1-29 r貴船神社J焼印 2001P570 
船神社 12.0 「京絵馬J

571 京絵馬祇 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.4幅 l点 A・6・1-6 r祇をんJ焼印「京 2001P571 
闘 12.0 絵馬」

572 京絵馬祇 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.4幅 l点 Aふ1・33 r祇園八坂神社j 2001P572 
園八坂神社 12.0 焼印「京絵馬j
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573 Jj1，絵馬金 現代 京都府泉都市 不詳 木 高8.4幅 l点 A-6-1・5 r金閣寺j 焼印「尽 2001P573 
閣寺 12.0 絵馬J

574 京絵馬銀 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.4 幅 l点 A-6-1-8 r銀閣寺J焼印「京 2001P574 
閣寺 12.0 絵馬J

575 京絵馬嵯 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.5 幅 l点 Aふ1-25 r嵯峨車折神社J 2001P575 
峨車折神社 12.0 焼印『京絵馬J

576 京絵馬嵯 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.5 幅 l点 A-6-1-30 r嵯峨野の宮J焼 2001P576 
峨野の宮 12.0 印「京絵馬J

577 京絵馬嵯 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.4幅 l点 A-6-1・9 r嵯峨落柿舎J焼 2001P577 
峨落柿舎 12.0 印『京絵馬J

578 京絵馬三 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.4幅 l点 A-6-1-7 r三十三間堂J焼 2001P578 
十三間堂 12.0 印「京絵馬J

579 京絵馬清 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.2 幅 l点 ん6・1・35 r清水寺J焼印 2001P579 
水寺 12.0 「京絵馬j

580 京絵馬太 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.5 幅 l点 A-6-1-28 r太秦牛まつりJ 2001P580 
秦牛まつり 12.0 焼印「京絵馬J

581 京絵馬白 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.2 幅 l点 んら1・3 r白川女J焼印「京 2001P581 
川女 11.8 絵馬J

582 京絵馬八 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.6 幅 l点 Aふ1-2 r八瀬大原J焼印 2001P582 
瀬大原 11.5 「京絵馬J

583 京絵馬伏 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.4 幅 l点 A・6-1-4 r伏見いなりJ焼 2001P583 
見いなり 11.6 印「京絵馬j

584 小絵馬恵 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.0 幅 l点 A・6・1-20 印「さが野宮n開 2001P584 
比須大黒 12.0 運n願意開運厄除学業

成就交通安全大漁祈願
住所氏名年齢J赤ぺン
書r58.2.l2J

585 小絵馬雛 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.7 幅 l点 んら1・24 r東山j 2001P585 
13.3 

586 小絵馬馬 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.6 幅 l点 んら1-10r嵯峨めぐりn野々 2001P586 
13.6 宮J赤ぺン書r58.2.12J

587 小絵馬平 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.6 幅 l点 A-6・1・26 r平家物語大原 2001P587 
家物語大 13.5 の里」

原の里

588 小絵馬六 現代 京都府京都市 不詳 木 高8.7 幅 l点 C・2・2・2焼印「六波羅密寺 2001P588 
波羅密寺 14.5 印j

589 張り子人形 現代 京都府京都市 不詳 張り子 高6.2 幅4.9 l点 んら2・9鉛筆書「伏見と 2001P589 
首振り虎 長11.2 らJ

590 鉢巻き達磨 現代 京都府京都市 不詳 張り子 高9.6 幅6.7 l点 C・2・2・10 鉛筆書fフシミ 2001P590 
奥6.1 伏見J

591 清水焼徳 現代 京都府京都市 不詳 陶器 白:高7.0 径 l組 lふ29Iふ39 シール「清水 200lP591 
利鈴 6.9 赤 高6.9 2点 焼京都清水焼協同組合J

径6.9

592 清水焼灰 現代 京都府京都市 不詳 陶器、 高12.5 径 l点 H-5-2-4 シール「清水焼 200 1 P592 
皿 膝ほか 8.2 KYOTOJ 
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593 祇園山鉾 現代 京都府泉都市 不詳 布、プ 局16目6 幅 1)点 G-4-2-10 2001P593 
ラスチ 3.0 長5.0
ック

594 大原女 現代 京都府京都市 不詳 布、木、 高13.5 幅 l点 H-5-2-1 2001P594 
土 5.4 奥4.4

595 土人形住 現代 大阪府 不詳 土 高6.6 幅4.9 l点 B-3-2-15 墨書「住よしj 2001P595 
吉踊り 奥2.4

596 張り子人形 現代 大阪府 不詳 張り子 高4.4幅4.7 l点 C-2-1-13 2001P596 
達磨 奥4.5

597 四天王寺の 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高3.4 長6.3 l点 A-2-1-4 r四天王寺つの 2001P597 
つの猫 幅4.5 猫」鉛筆書「伏見ねこj

598 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高7.2 幅9.7 l点 Eふ1・1鉛筆書「堺干支絵 2001P598 
形干支小 住吉大社 奥2.2 馬j

絵馬犬

599 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高7.3 幅 l点 E-3-1-19 鉛筆書「住吉土人 2001P599 
形干支小 住吉大社 10.0 奥2.6 形j

絵馬犬

600 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高4.0 長5.2 l 点、 C-5-1-11 2001P600 
形喜々猿 住吉大社 l隔2.7

601 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高4.7 長7.3 l点 C-5-1-19 刻印「住吉大社J 2001P601 
形喜々猿 住吉大社 l隔4.1 鉛筆書「キキ猿j

602 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高9.7幅2.6 l点 E-3-2-9 2001P602 
形喜々猿 住吉大社 奥5.8

603 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高4.8 長6.3 l点 0・3-2-17 鉛筆書「住吉J 2001P603 
形左神馬 住吉大社 幅3.2

604 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高5.1長6.2 l点 0-3-2-18 2001P604 
形左神馬 住吉大社 幅3.1

605 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高5.0 幅3.1 l点 0-2-2-7 2001P605 
形種貸し 住吉大社 奥2.6
さん

606 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高5.3 幅3.1 l点 1-4-18 2001P606 
形種貸し 住吉大社 奥2.8
さん

607 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高3.8 幅3.1 l点 G-3-2-15 刻印「住吉初辰J 2001P607 
形初辰猫 住吉大社 奥2.4 参照写真『郷土玩具辞典』

P16H初辰猫J

608 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高3.9 幅3.0 l点 A-5-1-31 参照写真『郷土玩 2001P608 
形初辰猫 住吉大社 奥2.6 具辞典jP16H初辰猫J

609 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高4.9 幅3.4 l点 0-5-2-7 刻印「住吉初辰j 2001P609 
形初辰猫 住吉大社 奥2.4 参照写真『郷土玩具辞典』

円6H初辰猫J

610 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高5.5 幅5.0 l点 A・5・1-30 鉛筆書「住吉土人 2001P61O 
形初辰猫 住吉大社 奥3.0 形j 参照写真『郷土玩具辞

典jP167 r初辰猫J

611 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高4.6 長6.1 l点 E-4-2・12 参照写真『郷土玩 2001P611 
形睦み犬 住吉大社 幅2.3 具辞典jP169 r睦み犬J
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612 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 男雛:品5.1 l組 C-3-1-15 参照写真『郷土玩 200lP612 
形裸雛 住吉大社 l隔3.4奥2.8 2点 具辞典~ PI68 r裸雛j

女雛:高5.3
幅3.3 奥2.9

613 住吉の土人 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高6.5 長7.7 l点 E・2・1・8 刻印「住吉大社J 200lP613 
形竜頭宝 住吉大社 |隔3.6 鉛筆書「住吉大社竜頭宝
船 船J

614 士鈴羊 現代 大阪府大阪市 不詳 土 高5.3 幅4.3 l点 J-5・12 r開運n住吉大社J 200lP614 
住吉大社 奥4.1

615 神農の虎 現代 大阪府大阪市 楠田正男 張り子 高5.7 幅4.5 l点 A-5-1・8 印「薬J 200lP615 
少彦名神社 長11.2

616 神農の虎 現代 大阪府大阪市 不詳 張り子 高5.4幅4.6 l点 A-5・2・3 印「薬J札f祈願家 2001P616 
少彦名神社 長10.4 内安全無病患、災n張子の虎

に付て 文政五年の秋三日
口(コレラ)流行して大に苦し
む乃ち薬種商相識り疫病除
御薬として虎頭骨等を配合
したら虎頭殺鬼雄黄固と云
ふ丸薬を施興す古人病を療
するに薬を服用すると共に
又神の加護を祈る用意の周
到なる誠に想ふべきものな
り 神農祭十一月二一、
二二、二三日 大阪船場道
修町(神農さん)少彦名神社j

617 神農の虎 現代 大阪府大阪市 不詳 張り子 高5.7 幅4.9 l点 A幽5-2-11 印「薬J 2001P617 
少彦名神社 長11.5

618 堺の土人形 現代 大阪府堺市 不詳 土 高8.5 幅3.6 l点 B-4-1-7 2001P618 
南蛮人形 奥2.5

619 堺の土人形 現代 大阪府堺市 不詳 土 高8.8 幅4.0 l点 B-4-1-18 2001P619 
南蛮人形 奥2.4

620 堺の土人形 現代 大阪府堺市 不詳 土 高8.9 幅3.1 l点 8-4-1-8 2001P620 
南蛮人形 奥2.3

621 堺の土人形 現代 大阪府堺市 不詳 土 高5.8 幅4.8 l点 C-1-1-19 刻印「船待天神J 2001P621 
湊天神 奥2.9 ぺン書「湊天神J

622 堺の土人形 現代 大阪府堺市 不詳 土 高5.8 幅5.2 l点 0-1-2-2 鉛筆書「ツヤマj 2001P622 
湊天神 奥3.1

623 姫路張り子 現代 兵庫県姫路市 松尾好夫 張り子 高19.7 幅 l点 5-15 貼紙「郷土玩具姫路 200lP623 
猿面 14.0 厚6.5 張子松尾好夫J

624 姫路張り子 現代 兵庫県姫路市 松尾好夫 張り子 高6.8 幅4.7 l点 A-5-1-9 貼紙「郷土玩具姫 2001P624 
首振り虎 長13.0 路張子松尾好夫」

625 姫路張り子 現代 兵庫県姫路市 松尾好夫 張り子 高12.5 幅 l点 Cふ2・9 貼紙「郷土玩具姫 2001P625 
蛸起き上が 7.8 奥7.3 路張子松尾好夫j 鉛筆書
り r250J 

626 姫路張り子 現代 兵庫県姫路市 松尾好夫 張り子 高16.0 幅 l点 Cふ2-5 貼紙[郷土玩具姫 2001P626 
達磨起き上 8.8 奥9.2 路張子松尾好夫J
がり

627 姫路張り子 現代 兵庫県姫路市 松尾好夫 張り子 高18.0 幅 l点 5-17 貼紙「郷土玩具姫路 200lP627 
桃太郎面 14.2 厚5.8 張子松尾好夫J

ウ
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628 姫路張り子 現代 兵庫県姫路市 松尾好夫 張り子、 高11.2幅 l点 G・4-2-1 貼紙「郷土玩具姫 2001P628 
三つ山 木 10.3 長22.5 路張子松尾好夫j

629 通信絵馬 現代 兵庫県赤穂市 不詳 紙 高10.0 幅 l 点 A・6・1・14 i松の廊下内匠 2001P629 
松の廊下 13.2 頭刃傷j 印「あかほ大石神

社JI仁J

630 通信絵馬 現代 兵庫県赤穂市 不詳 紙 高10.0 幅 l点 A-6・1-15 i神崎与五郎詰証 2001P630 
神崎与五郎 13.2 文囲内匠頭刃傷j 印「あ
詰証文図 かほ大石神社JI仁j

631 通信絵馬 現代 兵庫県赤穂市 不詳 紙 高10.0 幅 l点 A・6・1・17 i赤埴源蔵徳利乃 2001P631 
赤埴源蔵徳 13.2 別れ内匠頭刃傷J 印「あ
利乃別れ かほ大石神社Ji仁」

632 通信絵馬 現代 兵庫県赤穂市 不詳 紙 高10.0 幅 l点 A-6・1・13 i大宵源五笹売り 2001P632 
大高源五笹 13.2 内匠頭刃傷J 印「あかほ大
売り 石神社JI仁J

633 通信絵馬 現代 兵庫県赤穂市 不詳 車氏 高10.0 幅 l点 A-6-1-16 i堀部安兵衛高田 2001P633 
堀部安兵衛 13.2 馬場へひた走り 内匠頭刃
高田馬場へ 傷Jiあかほ大石神社JIf二J
ひた走り

634 城崎の麦藁 現代 兵庫県城崎郡 不詳 麦藁 長18.5 径 i組 B-3-2-10 2001P634 
細工指輪 城崎町 1.8 12点

635 出石寺読経 現代 兵庫県出石郡 不詳 木、竹 高5.7 幅7.2 1点 E-5-1-7 C-2-1-22 i出石寺J 2001P635 
人形 出石町 奥4.3

636 稲畑の土人 現代 兵庫県氷上郡 赤井みさ代 土 高12.1 幅 l点 0-1-1-11 印「丹波稲畑人 2001P636 
形天 神 氷上町 11.7奥5.5 形赤井J

637 稲畑の土人 現代 兵庫県氷上郡 赤井みさ代 士 高5.8 幅5.5 l点 B-4-2-12 印「丹波稲畑人 2001P637 
形兎抱き 氷上町 奥3.6 形j 値札「備後屋民芸陪
童子 兵庫県 ￥150J 

638 稲畑の土人 現代 兵庫県氷上郡 赤井みさ代 土 高3.8 長8.4 l点 1-4-8 ペン書「稲畑ねず 2001P638 
形唐辛子 氷上町 幅3.4 みj

鼠

639 土人形鯛 現代 兵庫県氷上郡 赤井みさ代 土 高6.2 幅7.0 1 )点 A-4-2-14 印「丹波稲畑人 2001P639 
乗り恵比須 氷上町 奥2.4 形赤井J

640 稲畑の土人 現代 兵庫県氷上郡 赤井みさ代 士 高8.5 幅5.8 l点 A・4-2-11 印「丹波稲畑人 2001P640 
形三番史 氷上町 奥2.5 形赤井J

641 土鈴瓦当 現代 奈良県 不詳 土 高8.0 幅8.0 l点 1-6-36 刻字「天平j 2001P641 
奥3.1

642 土鈴獅子 現代 奈良県 不詳 土 高7.7 幅9.1 l点 J-3-15 鉛筆書「奈良J 200 1 P642 
頭 奥7.6

643 丸土鈴 現代 奈良県奈良市 三楽洞 土 高8.3 幅7.6 l点 |ふ28 参照写真『土鈴』 2001P643 
奥7.9 P52 i丸土鈴J

48-
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644 五色鹿 現代 奈良県奈良市 不詳 土 赤:高3.4長 l組 0-4-1-45 200 1 P644 
2.7幅1.6 5点
水色:高3.2
長3.0 幅1.9
茶:高3.1 長
2.8 I隔1.7
青:高3.3 長

3.0 幅1.6
緑.高3.4 長

2.9 I隔1.3

645 土鈴円鈴 現代 奈良県奈良市 不詳 土 高3.7 幅7.2 l点 |ふ33 刻字「柳生J 2001P645 
カョ 奥7.2

646 土鈴東大 現代 奈良県奈良市 不詳 土 高6.4幅4.8 l点 J-2-8 刻字「槌印Jf阿弥陀 2001P646 
寺印 東大寺 奥3.1 寺j

647 法華寺の守 現代 奈良県奈良市 不詳 土 高1.3長1.7 l 点 0-4-1-44 2001P647 
り犬 法華寺 幅0.9

648 法華寺の守 現代 奈良県奈良市 不詳 土 高2.4 幅1.8 l点 0-5-1-11 2001P648 
り犬 法華寺 長4.9

649 立絵馬土鈴 現代 奈良県奈良市 不詳 土 高9.3 幅 l点 1-7・7 印「手向山八幡宮J 2001P649 
手向山八幡宮 10.7 奥2.6 参照写真『土鈴.11P53i手向

山八幡宮絵馬士鈴J

650 小絵馬お 現代 奈良県奈良市 不詳 木 高10.2 幅 l点 A-6-1-31 「須田魁太画伯筆 2001P650 
水取椿 東大寺 15.2 お水取椿東大寺二月堂J

651 立絵馬 現代 奈良県奈良市 不詳 木 高10.1 幅 l点 0-4-2-1 印「手向山八幡宮J 2001P651 
手向山八幡宮 13.5 奥4.1

652 立絵馬 現代 奈良県奈良市 不詳 木 高10.7 幅 l 点 0-4-2・16 印「手向山八幡宮」 2001P652 
手向山八幡宮 15.4奥12.4

653 張り子人形 現代 奈良県奈良市 不詳 張り子 高4.2 I隔3.3 l点 A・5・2-4 鉛筆書「奈良豆張 2001P653 
首振り虎 長7.2 子j

654 張り子人形 現代 奈良県奈良市 不詳 張り子 高5.7 I隔5.0 l点 A・5-1・6 鉛筆書「奈良張子 2001P654 
首振り虎 長12.0 虎j

655 奈良の鹿玩 現代 奈良県奈良市 不詳 張り子 雄.高8.0 幅 l組 E-5-2-11 0-4-1-38 2001P655 
具 1.9 長6.8 3点

雌:高5.5 I隔
3.4長6.5
子高4.4幅

3.7長3.8

656 金魚土鈴 現代 奈良県大和郡 小JII二楽 土 高4.7 I隔6.2 l点 1-1-12 刻印「赤膚Ji二楽J 2001P656 
山市 長9.8 参照写真『土鈴.1P52i金魚

土鈴j

657 春日鹿鈴 現代 奈良県大和郡 小川二楽 土 高11.0幅 l点 1-6-27 刻字「春日Jぺン書 2001P657 
山市 6.0 奥9.0 「小JII二楽J

658 春日亙女鈴 現代 奈良県大和郡 小川二楽 ニヒ 高11.5 I隔 l点 1-2-5 墨書「春日j 参照写 2001P658 
山市 6.3 奥5.6 真『土鈴.1p53 i春日亙女

鈴j

659 正倉院文様 現代 奈良県橿原市 太田青山 土 高8.6 幅8.2 l点 1・1・10 参照写真『土鈴』 2001P659 
士鈴 奥8.2 P52i正倉院文様土鈴j

660 大和士鈴 現代 奈良県橿原市 黒田壷中 土 高8.7 幅8.0 l点 1-3-13 2001P660 
奥7.5

Q
U
 

4
 



寄贈資料 l.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

661 土人形埴 現代 奈良県橿原市 不詳 土 局7.5 長7.3 l点 G-5-1-6 鉛筆書「橿原焼」 2001P661 
輸馬 |幅3.0

662 土鈴銅鐸 現代 奈良県橿原市 不詳 土 高11.5幅 1 )点 1-6-2 参照写真『士鈴~ P55 2001P662 
鈴 7.0 奥4.8 「銅鐸鈴」

663 小絵馬紀 現代 奈良県橿原市 不詳 木 高9.6 幅 l点 A-6-1-11 「紀元奉祝日橿原 2001P663 
元奉祝 橿原神宮 13.4 神宮J

664 小絵馬紀 現代 奈良県橿原市 不詳 木 高9.7幅 l点 A-6-1-12 r開運Jr紀元奉祝J2001P664 
元奉祝 橿原神宮 13.5 「橿原神宮J

665 干珠満珠鈴 現代 和歌山県和歌 不詳 土 高4.5 幅6.8 l組 J-4-34 r干珠Jr満珠Jf玉津 2001P665 
山市 奥3.7 2点 島J

666 土鈴芭蕉 現代 和歌山県和歌 不詳 土 高7.0 幅6.8 l点 |不12 刻字「見上ぐれば桜 2001P666 
句鈴 山市紀=井 奥2.5 しまふて紀二井寺芭蕉j

寺 「西国二番紀三井寺j

667 和歌山の瓦 現代 和歌山県和歌 不詳 土 高10.4 幅 1 )点 B-4-1-14 2001P667 
猿 山市 3.0 奥3.3

668 和歌山の瓦 現代 和歌山県和歌 不詳 士 高3.0 長 l点 E-5-1-10 2001P668 
牛 山市 11.0幅5.1

669 和歌山の土 現代 和歌山県和歌 不詳 土 高4.1 長4.7 l点 0-5-2-5 鉛筆書「￥100J 2001P669 
馬 山市 幅i目9

670 和歌山の土 現代 和歌山県和歌 不詳 土 高4.6 長4.7 l点 0-5・2-6 鉛筆書「￥100J 2001P670 
馬 山市 幅1.5

671 和歌山の土 現代 和歌山県和歌 不詳 土 高5.8 長 l点 0-5-2-15 2001P671 
馬 山市 10.9 幅5.2

672 鯨車 現代 和歌山県和歌 浜本万助 木 高4.0 幅5.1 l点 ι2-2-7 ぺン書「鯨車J 印 2001P672 
山市 長12.7 「高J

673 鯨舟 現代 和歌山県和歌 浜本万助 木 高2.7 幅4.5 l点 E-2-2・9 印「寓J 2001P673 
山市 長13.6

674 御坊の張り 現代 和歌山県御坊 不詳 張り子 高10.3 幅 l点 E-4-1-9 ぺン書「和カ山御 2001P674 
子鯛車 市 7.0 長8.2 坊張子鯛車J

675 御坊人形 現代 和歌山県御坊 不詳 練り物、 高9.8 幅 l点 0-1-1-8 貼紙f紀州郷土玩具 2001P675 
天神 市 木 11.8奥6.6 御坊人形J

676 一万彫鶏 現代 和歌山県田辺 不詳 木 高10.8 幅 l点 Gふ2-14 r口屋一万彫 2001P676 
合せ 市 13.0 奥10.0 神鶏鶏合せ宗停作j 台

裏にベン書r84.5.15J

677 土鈴瓦当 現代 和歌山県那賀 不詳 士 径8.1 奥2.5 l点 1-6-38 r紀伊国分寺J 2001P677 
郡打田町

678 高野山の大 現代 和歌山県伊都 不詳 土 高11.0幅 l点 1-7・14 刻印「高野山大塔 2001P678 
塔鈴 郡高野町 5.8 奥5.7 鈴」

679 高野山の町 現代 和歌山県伊都 不詳 土 高9.7 幅3.7 l点 l・6-3 刻字「高野山町石J 2001P679 
石土鈴 郡高野町 奥3.7 「百八十町Jr文永九年J 参

照写真『土鈴~ P49r高野山
の町石土鈴j

680 土鈴蕪村 現代 和歌山県伊都 不詳 土 高6.0 幅4.4 l点 1-8・11 刻字「蕪村かくれ 2001P680 
俳句鈴 郡高野町 奥4.7 住んで花に真田がうたひか

なJ

nu 
-
h
d
 



寄贈資料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

681 小絵馬御 現代 和歌山県伊都 不詳 陶器、 両9.4幅 l点 E・3・1-18 貼紙「御みちびき 2001P681 
みちぴき犬 郡高野町 木 15.5 犬高野山j

682 九度山厄除 現代 和歌山県伊都 不詳 土 高7.2 幅7.1 l点 1-1-21 [九度山厄除鈴 2001P682 
鈴 郡九度山町 奥2.5 真田庵J

683 九度山雷除 現代 和歌山県伊都 不詳 土 径8.2 奥2.8 l点 |開6-40 r九度山雷除鈴 2001P683 
鈴 郡九度山町 真国庵」

684 土鈴観音 現代 和歌山県東牟 不詳 j二 高6.3 I隔7.0 l 点、 J-6-38 刻字「那智山J 2001P684 
鈴 婁郡那智勝浦 奥3.4

町

685 土鈴那智 現代 和歌山県東牟 不詳 土 高8.1 幅7.3 l点 J-6-39 刻字「那智熊野開 2001P685 
熊野 婁郡那智勝浦 奥5.2 運除厄J

町

686 鯨舟 現代 和歌山県東牟 山本師郎 木 高7.2 幅9.2 l 点 H-2-1-13 2001P686 
婁郡那智勝浦 長28.2
町

687 鯨舟 現代 和歌山県東牟 山本師郎 木 高8.0 幅9.0 l点 H-2-1-14 2001P687 
婁郡那智勝浦 長27.2
町

688 木人形那 現代 和歌山県東牟 不詳 木 高8.3 幅2.5 l点 G-5-2-9 印「那智の火祭j 2001P688 
智の火祭 婁郡那智勝浦 奥2.4 ベン書「火祭人形J

町

689 土鈴鯨鈴 現代 和歌山県東牟 不詳 士 高3.0 幅4.5 l点 J-4-2 印「南紀太地浦J 2001P689 
婁郡太地町 奥5.4

690 土鈴鯨鈴 現代 和歌山県東牟 不詳 土 高3.7幅4.5 l点 l・4-11 印「南紀太地浦J 2001P690 
婁郡太地町 長5.7

691 土鈴鯨鈴 現代 和歌山県東牟 不祥 土 高3.7 I国4.5 l点 1-4・12 r:n r南紀太地浦J 2001P691 
婁郡太地町 長5.7

692 土鈴鯨鈴 現代 和歌山県東牟 不詳 土 高3.7 幅5.3 l点 G-1-2-3 印「南紀太地浦J 2001P692 
婁郡太地町 奥6.4

693 土鈴鯨鈴 現代 和歌山県東牟 不詳 土 高3.7 幅5.4 l点 G-1-2-2 印「南紀太地浦J 2001P693 
婁郡太地町 奥6.6

694 土鈴鯨鈴 現代 和歌山県東牟 不詳 土 高8.1 幅 l点 H-3・.2・8 iCn r開運吉祥南 2001P694 
婁郡太地町 10.1 奥15.5 紀太地浦」

695 土鈴親子 現代 和歌山県東牟 不詳 土 高4.0 幅6.7 l点 G・1・2-1 iCn r南紀太地浦J 2001P695 
鯨鈴 婁郡太地町 奥7.8

696 土人形平 現代 鳥取県か 不詳 土 高6.7 幅4.2 l点 D-2-2-4ぺン書「権八J 2001P696 
井権八 奥2.5

697 首馬 現代 鳥取県 不詳 木、竹 高21.3幅 l点 0・3・1・3 シール「全県公園烏 2001P697 
ほか 0.8 奥8.5 取県推薦鳥取県観光連

盟」

698 鳥取の土人 現代 鳥取県鳥取市 田中達之助 土 高6.8 長4.7 l点 H-1-2-8 ぺン書「鳥取十二 2001P698 
形 鶏 幅4.0 支とりJ

699 鳥取の土人 現代 鳥取県鳥取市 田中達之助 土 高7.5 I隔3.4 l点 0・2-2・12 ぺン書「鳥取天 2001P699 
形天照大 奥2.6 照大御神J
御神

1
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700 鳥取の土人 現代 鳥取県鳥取市 田中達之助 土 高7.4幅6目9 l点 C-1-1-15 ぺン書「豆天神 2001P700 
形豆天神 奥2.6 鳥取 54.2.18 柳屋本庖

田中達之助J

701 鳥取の土人 現代 鳥取県鳥取市 田中達之助 土 高7.5 幅7.0 l点 0-1-2-6 鉛筆書「鳥取豆天 2001P701 
形豆天神 奥3.0 神j

702 鳥取の土人 現代 鳥取県鳥取市 田中達之助 土 高5.8 幅3.8 l点 C-1-1-14 鉛筆書「鳥取口 2001P702 
形堂内天 奥1.6 口天神J
神

703 鳥取の土人 現代 鳥取県鳥取市 田中達之助 土 高6.1 幅3.9 l点 C-1-1-13 鉛筆書「鳥取 2001P703 
形堂内天 奥1.8 54.2.4 不知火j

神

704 因幡五狐 現代 鳥取県鳥取市 不詳 張り子 高8.0 幅3.1 l点 H-4-2-11 「とっとり おと 2001P704 
おとん女郎 奥3.0 ん女郎Jぺン書「おとん女

郎J

705 狸々面 現代 鳥取県鳥取市 不詳 張り子 高17.7幅 l点 5-18 2001P705 
13.7 厚4.2

706 流し雛 現代 鳥取県鳥取市 田中謹二 茅、紙 高3.2 径 1)点 0-3-1-1 2001P706 
ほカ通 20.0 

707 大山天狗土 現代 鳥取県米子市 不詳 土 高4.3 幅3.9 l点 J-5-1 刻印「とっとり おと 2001P707 
鈴 大神山神社 奥4.5 ん女郎」天狗」 参照写真

『土鈴jP60rとっとり おと
ん女郎J大山天狗土鈴J

708 大山天狗土 現代 鳥取県米子市 不詳 土 高4.5 幅4.2 1 )点 Jふ4 刻印「大山天狗j 2001P708 
鈴 大神山神社 奥4.5 参照写真『土鈴jP60r大山

天狗土鈴J

709 大山天狗土 現代 鳥取県米子市 不詳 土 高5.5 幅5.5 1 )点 J-5-31 刻印「大山天狗j 2001P709 
鈴 大神山神社 奥6.7 参照写真『土鈴jP60r大山

天狗土鈴J

710 大山天狗土 現代 鳥取県米子市 不詳 土 高5.8 I隔6.0 1)点 1-2-28 刻印「天狗J参照写 2001P710 
鈴 大神山神社 奥7.0 真『土鈴jP60r大山天狗土

鈴J

711 はこた人形 現代 鳥取県倉吉市 備後屋 張り子 高15.2 幅 l点 A-3-1-7 2001P711 
3.5 奥2.5

712 因伯午 現代 鳥取県倉吉市 備後屋 張り子 高10.5 幅 l点 H-3-1-7 鉛筆書「倉吉因伯 2001P712 
10.7 長25.0 牛J

713 北条の土人 現代 鳥取県東伯郡 加藤廉兵衛 土 小紫:高6.7 l組 0-5-1-30 参照写真『郷土玩 2001P713 
形小紫と 北条町 l隔3.6 奥3.0 2点 具(3)土.1P51 r小紫と馬J
馬 馬:高4.2 長

5.4幅2.2

714 石こけし 現代 鳥取県日野郡 不詳 石 男雛.高3目4 l組 C-5-1-12 参照写真『ブルー 2001P714 
日野町 ~百5.0 奥3.8 2点 ガイド民芸の里郷土玩

女雛・高3.4 具の町jP245 r日野町の石こ
幅5.1 奥3.4 けしJ

715 兎車 現代 島根県 不詳 張り子 高5.5 幅5.4 1)点 8-4-2-14 鉛筆書「島根 2001P715 
奥5.4 ￥250J 

716 松江宮 現代 島根県松江市 不詳 木 高12.8 幅 l点 G-4-2-2 2001P716 
11.5奥5.5

フ-
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番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法 量 員数 。精 考 備品番号

717 松江の飾馬 現代 島根県松江市 不詳 張り子 前10.5 幅 l点 $-10 2001P717 
5.5 長8.7

718 松江張り子 現代 島根県松江市 不詳 張り子 高7.3 幅3.0 l点 Eふ1-9 ぺン書「松江犬張 2001P718 
犬 長6.6 子J

719 蒸気船 現代 島根県松江市 不詳 木、竹 高10.0 幅 l点 E-2-1-6 鉛筆書「￥500J 2001P719 
3.9 長10.8

720 土鈴駅鈴 現代 島根県出雲市 涼運山陶房 土 高7.2 幅5.6 l点 ト2・17 r騨Jf鈴J ベン書 2001P720 
奥5.0 「大津駅鈴J 参照写真

『土鈴~ P60 r駅鈴J

721 土鈴駅鈴 現代 島根県出雲市 涼運山陶房 土 高7.3 幅5.8 l点 1-2・2 r騨Jf鈴J 刻印「涼運 2001P721 
奥5.1 山j 参照写真『土鈴~ P60 

「駅鈴j

722 土鈴駅鈴 現代 島根県出雲市 涼運山陶房 土 高8.1 I隔6.6 l 点 1-2-12 r騨Jf鈴J ペン書 2001P722 
奥5.6 「大津駅鈴」 参照写真

『士鈴.1P60r駅鈴j

723 練り物人形 現代 島根県出雲市 不詳 練り物 高6.3 幅3.1 l点 C-2-2-15 墨書「出雲j ぺン 2001P723 
達磨 奥3.0 書「だるま」

724 出雲張り子 現代 島根県出雲市 不詳 張り子 高14.0 隔 l点 R・7 ぺン書「出雲張子福 2001P724 
首振り猿 6.5 奥5.8 申j

725 出雲張り子 現代 島根県出雲市 不詳 張り子 高6.0 幅3.8 l点 E・3-1・4 ぺン書「出雲張子j 2001P725 
首振り犬 長11.5

726 出雲張り子 現代 島根県出雲市 不詳 張り予 胴高5.5 幅 l点 A・5・1・13 鉛筆書「出雲J 2001P726 
首振り虎 3.7 長12.5

尾:径1.1長
7.4 全体:
高11.0 幅
3.1 長16.7

727 出雲張り子 現代 島根県出雲市 不詳 張り子 高9.3 幅4.2 l点 0-5-1-14 ぺン書「出雲神 2001P727 
首振り馬 長11.3 馬J

728 出雲張り子 現代 島根県出雲市 不詳 張り子 高9.2 幅6.0 l点 0-5-1-13 鉛筆書「出雲福 2001P728 
{表鼠 長9.1 鼠J

729 土鈴駅鈴 現代 島根県出雲市 不詳 磁器 高6.9 幅5.2 l点 1-3-24 「騨Jf鈴j 刻印参 2001P729 
奥5.0 照写真『土鈴.1P60r駅鈴j

730 餅っき人形 現代 島根県益岡市 不詳 木 高7.0 幅7.5 l点 0-3-2-11 「ますだJ 2001P730 
奥5.1

731 出雲五色天 現代 島根県簸川郡 不詳 土 黒:高6.9 幅 l組 D・1-2-100-1-2-20 0-1-2-5 2001P731 
神 斐川町 6.5 奥3.3 5点 0-1-2-7 0-1-2-3 

赤.高7.3 幅
6.3 奥3.3
青高7.4 I隔
6.4 奥3.3
緑:高7.3 幅
6.5 奥3.5
白:高7.0 幅
6.5 奥3.2

732 福鈴 現代 島根県簸川郡 不詳 高6.7 I隔6.0 l点 |ふ22 鉛筆書「福鈴Jf出雲 2001P732 
大社町 奥5.8 大社j 参照写真『土鈴』

P63r福鈴J
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番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

733 小絵馬馬 昭和 島根県簸川郡 不詳 木 高11.7幅 l点 C-3-2-16 印「出雲大社J焼 2001P733 
45年 大社町 17.6 厚0.6 印「昭和四十五年丙午J

734 出雲張り子 現代 島根県簸川郡 不詳 張り子 高5.3 幅4.2 1 )点 G-2-2-11 「出雲大社j 2001P734 
首振り牛 大社町 長13.3

735 安来節人形 現代 島根県簸川郡 不詳 土、布 高11.5幅 l点 H-5・2-3 シール「出雲大社み 2001P735 
大社町 ほか 10.1 奥5.6 やげj

736 出雲大社縁 現代 島根県簸川郡 不詳 土、布 高13.7幅 l点 A-4-1-2 r出雲大社縁結人 2001P736 
結人形 大社町 ほか 9.7奥6.3 形j

737 土人形天 現代 岡山県 不詳 土 高6.8 幅5.5 l点 0・1・2・1値札r250J ぺン書 2001P737 
神 奥4.1 「岡山J

738 吉備の黒姫 現代 岡山県 不詳 布、土 高18.5 幅 l点 A-4-2-4 r吉備の黒姫J シ 2001P738 
ほか 8.4奥6.5 ール「伝説と民謡郷土人形

観光土産品J

739 吉備津の犬 現代 岡山県岡山市 不詳 土 立ち犬:高2.8 l組 D-4-2-14 鉛筆書「吉備津j 2001P739 
と烏 吉備津神社 長3.3 幅1.9 3点 参照写真『郷土玩具辞典』

座り犬:高2.4 P103r吉備津の犬と烏」
長2.4幅2.0
鳥:高2.2 長
2.9 幅2.2

740 倉敷の土人 現代 岡山県倉敷市 不詳 土 男雛:高3目7 l組 C-4-1-17 参照写真高知県 2001P740 
形内裏雛 l随5.8 奥4.3 2点 立歴史民俗資料館『ふるさ

女雛.高3.3 とのおもちゃ.1P57r内裏雛J
幅6.0 奥4.5

741 土鈴猿 現代 岡山県倉敷市 不詳 土 高4.7 幅4.5 l点 J-6-9 鉛筆書「クラシキJ 2001P741 
奥5.1

742 土鈴河童 現代 岡山県倉敷市 不詳 土 高3.8 幅4.8 l点 J-8-18 鉛筆書「クラシキ 2001P742 
奥5.5 カッパJ

743 土鈴鶏 現代 岡山県倉敷市 不詳 土 高7.3 ~m4.1 l点 J-6-24 鉛筆書「クラシキJ 2001P743 
長7.7

744 土鈴獅子 現代 岡山県倉敷市 不詳 土 高4.5 幅5.5 l点 1-4-10 鉛筆書「クラシキJ 2001P744 
頭 奥3.8

745 土鈴狸 現代 岡山県倉敷市 不詳 土 高4.8 幅5.1 l点 1-8-24 鉛筆書「クラシキJ 2001P745 
奥4.4

746 玉島の目な 現代 岡山県倉敷市 不詳 張り子 高10.7 幅 l点 C-3-2-12 鉛筆書I岡山玉 2001P746 
し達磨 7.4奥7.4 島J シール「農林省・通産

省・岡山県観光協会推奨 意
匠登録登録第140079番J

747 倉敷の張り 現代 岡山県倉敷市 生水幹一 張り子 高15.2 幅 l点 H-3-1-15 鉛筆書「倉敷お 2001P747 
子お福 8.4 奥5.2 福美人j

748 倉敷の張り 現代 岡山県倉敷市 生水幹一 張り子 高7.8 幅4.8 1)点 G-3-2-1 鉛筆書「クラシキj 2001P748 
子鶏 長9.5

749 倉敷の張り 現代 岡山県倉敷市 生水幹ー 張り子 高7.0 幅4.8 l点 E-3-1-7 鉛筆書「クラシキJ 2001P749 
子犬 長11.1

750 倉敷の張り 現代 岡山県倉敷市 生水幹一 張り子 高7.5 幅5.4 l点 ι3-1-22 鉛筆書「クラシキJ2001P750 
子 犬 長10.8
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番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

751 倉敷の張り 現代 岡山県倉敷市 生水幹一 張り子 同7.4 幅5.3 l点 A・5・2・2 rクフシキ 別振立 2001P751 
子 首 振 り 長8.2 虎j

虎

752 倉敷の張り 現代 岡山県倉敷市 生水幹ー 張り子 高9.0 幅4.1 l 点 0・3-1-9 鉛筆書「倉敷J 2001P752 
子 首 振 り 長11.2
馬

753 倉敷の張り 現代 岡山県倉敷市 生水幹ー 張り子 高14.7 幅 l点 H・3・1・14 ぺン書「倉敷張子J2001P753 
子 達 磨 8.9 奥9.2

754 倉敷の張り 現代 岡山県倉敷市 生水幹一 張り子 高8.4 幅5.3 l点 G-1-1-1 「桃太郎犬J鉛筆 2001P754 
子桃太郎 奥5.7 書「倉敷J
犬

755 倉敷の張り 現代 岡山県倉敷市 生水幹一 張り子 高6.0 幅6.8 l点 R-4 ぺン書「倉敷張子備 2001P755 
予備 中牛 長12.0 中牛J

756 倉敷の張り 現代 岡山県倉敷市 不詳 張り子 高9.2 幅5.1 l点 A-5-2-6 鉛筆書「倉敷立 2001P756 
子立虎 長6.8 虎J

757 土鈴 笠狸 現代 岡山県倉敷市 不詳 土、菅 高9.0 幅5.5 l点 1-7-20 rクラシキ傘狸J 2001P757 
奥7目5

758 津山の土天 現代 岡山県津山市 山根 土 高5.2 I隔3.4 l点 C-1-1-17 鉛筆書「津山J 2001P758 
神ね り天 奥2.1
神

759 津山の士天 現代 岡山県津山市 山根 土 高7.2 幅6.3 l点 D-1-2-4 鉛筆書「津山ねり 2001P759 
神ね り天 奥3.2 天神J
神

760 津山の土天 現代 岡山県津山市 山根 土 高2.4 I幅1.7 l点 C-5-1・6鉛筆書「ツヤマj 2001P760 
神 ミニ天 奥1.5
神

761 津山土鈴 現代 岡山県津山市 妹尾衆楽 土 高6.5 I隔6.4 l点 1ふ16 参照写真『土鈴』 2001P761 
奴鈴 奥5.9 P57f奴鈴J. r津山城下町おし

ろの松にJ

762 西大寺の張 現代 岡山県邑久郡 武久守商店 張り子 高10.0 幅 l点 A-5・2-15 鉛筆書「西大寺j 2001P762 
り子虎 邑久町 6.3 長22.0

763 西大寺の張 現代 岡山県邑久郡 武久守商庖 張り子 高5目O 幅3.5 i点 A-5-1-4 鉛筆書「西大寺豆 2001P763 
り子虎 邑久町 長7.2 虎j

764 張り子人形 現代 岡山県真庭郡 不詳 張り子 高5.5 幅5.3 l点 H-1-1-3 墨書「湯原温泉J 2001P764 
牛 湯原町 長11.3

765 張り子人形 現代 岡山県真庭郡 不詳 張り子 高4.5 幅4.7 l点 H-4-1-1 墨書「湯原温泉j 2001P765 
山根魚 湯原町 長16.0

766 土人形天 現代 岡山県英田郡 不詳 土 高21.5幅 l点 D-1-2-12 ぺン書「岡山大 2001P766 
神 大原町 11.8奥4.4 原天神j

767 土人 形内 現代 広島県三原市 不詳 土 男雛・高6.2 l組 C-3-1-19 ぺン書「三原 2001P767 
裏雛 幅3.1 奥3.0 2点 54.2.18.J 

女雛:高5.3
幅2.4 奥2.6
台幅8.5 奥

7.2 

768 張り子人形 現代 広島県三原市 不詳 張り子 高19.2 幅 l点 Q・1ベン書「三原j 2001P768 
ご隠居 10.3 奥7.1
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769 張り子人形 現代 広島県二原市 不詳 張り子 局7.0 幅5.7 l点 5-6 2001P769 
起き上がり 奥5.6

770 張り子人形 現代 広島県三原市 不詳 張り子 高10.7 幅 1 )点 E・3-1-5 ぺン書「三原J 2001P770 
玉乗り犬 12.6 奥7.4

771 張り子人形 現代 広島県=原市 不詳 張り子 高13.7 幅 l点 Q-3 2001P771 
少女 9.8 奥5.4

772 張り子人形 現代 広島県三原市 不詳 張り子 高16.5 幅 l点 H・3・1-12 ぺン書「三原」 2001P772 
雪ん子 8.1 奥3.7

773 張り子人形 現代 広島県三原市 不詳 張り子 高16.0 幅 l点 Q・2ぺン書「三原J 2001P773 
馬 6.2 長11.7

774 張り子人形 現代 広島県三原市 不詳 張り子 高14.7 幅 1 )点 Q-6 2001P774 
母と子 12.3 奥8.1

775 張り子人形 現代 広島県三原市 不詳 張り子 高9.5 幅6.4 l点 Q-5 
醤持ち少女 奥5.3

776 張り子人形 現代 広島県三原市 不詳 張り子、 高12.6 幅 l点 0-1-1-1 ぺン書「三原J 2001P776 
天神 木 8.0 奥6.7

777 田面船 現代 広島県尾道市 本城政吉 木 高15.0 幅 l点 ι2-2-1 2001P777 
7.1 長19.0

778 尾道の=体 現代 広島県尾道市 本域政吉 木 各:高4.7 幅 l組 G-2-1-1 2001P778 
神輿 4.2 長10.1 3点

779 三次の士人 現代 広島県三次市 不詳 土 高22.0 幅 l点 C-1-1-1 2001P779 
形 牛 乗 り 17.3 奥9.3
天神

780 三次の土人 現代 広島県三次市 不詳 士 高16.0 幅 l点 C-1-1-8 2001P780 
形松 負い 13.2 奥6.5
天神

781 二次の土人 現代 広島県三次市 不詳 土 高18.0 幅 l点 0-1・1-6 墨書「うIIIJ 2001P781 
形 天 神 12.3 奥6.0

782 三次の土人 現代 広島県=次市 不詳 土 高15.7 幅 l点 Eふ2-19 鉛筆書「三次土人 2001P782 
形神 14.2 奥7.2 形J

783 宮島の鹿猿 現代 広島県佐伯郡 不詳 土 高6.0 幅6.1 l点 0-4-1-40 参照写真『郷土玩 2001P783 
宮島町 奥5.6 具辞典jP335r宮烏の鹿猿」

784 宮島の鳥居 現代 広島県佐伯郡 不詳 土 高8.3 幅4.8 l点 Jふ38 r宮島J 2001P784 
鈴 宮島町 奥5.7

785 宮島の鳥居 現代 広島県佐伯郡 不詳 土 高9.0 幅6.0 l点 l・8・29 参照写真『土鈴』 2001P785 
鈴 宮島町 奥6.2 P67f鳥居鈴J

786 宮島の田美 現代 広島県佐伯郡 不詳 土 高7.2 幅6.0 l点 1-2-9 r宮島Jr田美舟J 2001P786 
舟鈴 宮島町 奥7.3

787 土鈴御座 現代 広島県佐伯郡 不詳 土 高10.0 幅 l点 1-6-32 ぺン書「宮嶋御座 2001P787 
船 宮島町 8.7 奥7.0 舟」
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寄贈資料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

788 深入山の鬼 現代 広島県山県郡 不詳 木 黄:高8.3 幅 l組 B同5-2-10 貼紙「深入山」 200 1 P788 
戸河内町 2.9 奥2.9 5点

緑:高9.4幅
3.1 奥3.0
白一本角:2高
9.4幅3.1
奥2.9
白二本角:高
9.4 幅3.1
奥2.9
赤:高8.3 幅
2.9 奥2.8

789 田楽花牛 現代 広島県山県郡 不詳 木、布 高13.5 幅 l点 J-8-48 r康島千代田 田楽 2001P789 
千代田町 ほか 4.0 長10.5 花牛j

790 常石張り子 現代 広島県沼隈郡 宮本峯ー 張り子 高13.2 幅 l点 B-4-2-11 「常石張子人形 2001P790 
でんでん太 沼隈町 5.2 奥3.8 屋J
鼓持ち

791 常石張り子 現代 広島県沼隈郡 宮本峯ー 張り子 高13.8 幅 l点 B-5-2-23 r常石張子人形 2001P791 
ラッパ吹き 沼隈町 7.1 奥3.2 屋宮本峯ー沼隈郡沼隈

町」

792 常石張り子 現代 広島県沼隈郡 宮本峯ー 張り子 高12.6 幅 l点 E-4-1-11 「常石張子人形 2001P792 
鰹 沼隈町 5.3 長11.8 屋宮本峯ー沼隈郡招隈

町J

793 常石張り子 現代 広島県沼隈郡 宮本峯ー 張り子 高38.5 幅 l点 F-1-1 「常石張子人形屋 2001P793 
三番史? 沼隈町 14.4 奥8.8 宮本峯ー沼隈郡泊隈町J

794 常石張り子 現代 広島県沼隈郡 宮本峯ー 張り子 高9.8 幅9.5 l点 G-2-1-11 「常石張子人形 2001P794 
獅子舞 沼隈町 奥5.1 屋宮本峯ー沼隈郡沼隈

町」

795 常石張り子 現代 広島県沼隈郡 宮本峯ー 張り子 高11.1幅 l点 Dふ1-14 r常石張子人形 2001P795 
飾り馬 沼隈町 3.7 長11.6 屋J

796 常石張り子 現代 広島県招隈郡 宮本峯ー 張り子 高10.3 幅 l点 B-5・2-15 r常石張子人形 2001P796 
男 沼隈町 10.8 奥5.3 屋宮本峯ー沼隈郡沼隈

町j

797 常石張り子 現代 広島県沼隈郡 宮本峯ー 張り子 高15.0 幅 l点 G-3・2・5 r常石張子人形屋 2001P797 
栃錦 沼隈町 11.3奥5.8 宮本峯ー沼隈郡沼隈町J

798 常石張り子 現代 広島県沼隈郡 宮本峯ー 張り子 高20.0 幅 l点 8-4-2-16 r常石張子人形 2001P798 
白鳥 沼隈町 6.1 奥12.0 屋宮本峯一泊隈郡沼隈

町J

799 常石張り子 現代 広島県沼隈郡 宮本峯ー 張り子 高9.1幅8.1 l点 H-4-1-12 r常石張子人形 2001P799 
俵牛 沼隈町 長15.0 屋宮本峯ー沼隈郡沼隈

町j

800 常石張り子 現代 広島県沼隈郡 宮本峯ー 張り子 高11.5幅 l点 E-5-2-9 r常石張子人形屋 2001P800 
面持ち 沼隈町 10.6 奥7.8 宮本峯ー沼隈郡沼隈町j

801 常石張り子 現代 広島県沼隈郡 宮本峯ー 張り子 高14.5 幅 l点 E-4-2-4 r常石張子人形屋 2001P801 
5中 沼隈町 9.0 奥5.5 宮本峯 ri召隈郡沼隈町」

ぺン書「左向犬 1967J 値
札『備後屋民芸庖広島県
￥450J 

802 常石張り子 現代 広島県沼隈郡 宮本峯ー 張り子 高14.8 幅 l点 E-3-2-15 r常石張子人形
1中 泊隈町 9.2 奥5.0 屋宮本峯ー沼隈郡沼隈

町J
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寄贈質料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

803 土鈴干珠 現代 山口県下関市 不詳 土 干珠:局6.5 l組 lふ34J-2-19 r玉津島干 2001P803 
満珠鈴 豊浦宮忌宮神 幅5.1 奥4.0 2点 珠Jr玉津島満珠j 参照写

ネ土 満珠:高6.3 真『土鈴~ P64r干珠満珠鈴J
幅5.4奥4.2

804 土鈴干珠 現代 山口県下関市 不詳 土 干珠:高7.5 l組 1-2-18 1-6-12 r長府忌宮 200 1 P804 
満珠鈴 豊浦宮忌宮神 幅6.5 奥4.6 2点 干珠Jr長府忌宮満珠J 参

ネ士 満珠:高7.2 照写真『土鈴JP64r干珠満
幅6.5 奥4.9 珠鈴J

805 土鈴赤間 現代 山口県下関市 不詳 土 鈴:高6.8 幅 l点 J-2.・13 r赤間宮J 2001P805 
宮 赤間神宮 4.7 奥5.3

全体:長23.5

806 土鈴赤子 現代 山口県下関市 不詳 土 高6.0 幅4.2 l点 Jふ37 刻字『忌宮n喜口作J 2001P806 
奥3.9

807 土鈴塔 現代 山口県下関市 不詳 土 高12.2.幅 l点 l・5-41刻印「赤間神宮」 2001P807 
赤間神宮 3.6 奥3.8

808 土鈴平家 現代 山口県下関市 不詳 土 高6.2~百4.5 l点 1-6-4 r赤間神宮J 2001P808 
蟹鈴 赤間神宮 奥3.5

809 平家琵琶土 現代 山口県下関市 不詳 土 高10.0 輔 l点 J-4-24 r耳なし芳一J 刻印 2001P809 
鈴 赤間神宮 4.4奥2.7 「赤間神宮J 参照写真『土

鈴.1p64r平家ぴわ土鈴」

810 平家琵琶土 現代 山口県下関市 不詳 土 高10.6 1隔 l点 1-1-4 r耳なし芳一J 刻印 2001P810 
鈴 赤間神宮 4.8 奥3.2 「赤間神宮j 参照写真『土

鈴.1p64r平家ぴわ土鈴」

811 大内人形 現代 山口県山口市 不詳 木 男雛:高4.0 l組 じみ1-20 シール「全観連 2001P811 
内裏雛 径4.5 2点 推奨中村民芸J

女雛:高3.7
径4.5
台:高0.6 幅
9.6 奥4.5

812 土笛鳩 現代 山口県防府市 不詳 土 高5.5 幅4.6 l点 H-1-2-4 貼紙「防府天満宮j 2001P812 
防府天満宮 長7.5 シール『推薦第7回山口

県観光連盟」 ぺン書f山口
防府」

813 土鈴臥牛 現代 山口県防府市 不詳 土 高4.5 幅5.2 l点 1-4-28 貼紙「防府天満宮j 2001P813 
防府天満宮 奥5.8

814 土鈴筆 現代 山口県防府市 不詳 土 高7.4 幅3.8 l点 J-2-7 貼紙「防府天満宮J 2001P814 
防府天満宮 奥3.8

815 観光みやげ 現代 山口県長門市 不詳 プラス 高2.8 幅5.2 l点 B戸3・2-16 シーJレ「青海島J 2001P815 
置物 チック、 奥3.1

貝

816 土鈴梅土 現代 山口県美祢郡 不詳 土 高6.3 幅6.2 l点 J-4-17 刻印「康重作j シー 2001P816 
鈴 秋芳町 奥6.2 Jレ「山口県民芸作家協会民

芸くらもと 秋芳町J 鉛筆
書『長州土鈴天神鈴J 参
照写真『土鈴JP65r梅土鈴j

817 徳島の首人 現代 徳島県徳島市 後藤人形底 土 全体:高7.8 l組 ι1・1・10 札『阿波浄瑠繍 2001P817 
形 幅7.8 長 2点 首でこ 口口人形庖J

16.7 

818 藍掃きお蔵 現代 徳島県徳島市 後藤人形庖 木 高8.4 幅8.7 l点 E-1-2-7 2001P818 
長12.7
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寄贈貿料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質ー形状 法 量 員数 備 考 備品番号

819 よいやしょ 現代 徳島県徳島市 不詳 木、布 局7.4 幅7.8 l点 E-1・2・12 r阿波j 200lP819 
ほか 長15.1

820 阿波踊り人 現代 徳島県徳島市 不詳 木、布 高12.7 幅 l点 A-4-1-1 「阿波おどりJ 200lP820 
河3 ほか 7.2 奥5.2

821 土鈴天狗 現代 香川県 不詳 土 高4.4 幅3.3 l点 J-8・7 r魔除石鎚山J 200lP821 
奥4.3

822 土鈴天狗 現代 香川県 不詳 土 高4目8 [11百3.8 l点 J-5-2 ベン書「石槌」 200lP822 
奥5.2

823 讃岐の野仏 現代 香川県 不詳 石、藁 高17.5 [幅 l点 5-13 r讃岐の野仏J 200lP823 
5.5 奥4.0

824 高松の運動 現代 香川県高松市 大崎豊五郎 土 高21.0幅 l組 G-2-1・8 rさぬき大崎文仙 200lP824 
人形げん 6.2 奥5.0 2点 堂nさぬき文仙堂作J
こつ飴売り

825 高松の運動 現代 香川県高松市 大崎豊五郎 土 高20.3 幅 l組 G-2-1-9 rさぬき大崎文仙 200lP825 
人形へら 7.0 奥4.5 2点 堂nさぬき文仙堂作J
へら踊り

826 高松の運動 現代 香川県高松市 大崎豊五郎 土 高20.0 [隔 l組 G-2-1-7 rさぬき大崎文仙 200lP826 
人 形 ラ ツ 6.7 奥4.8 2点 堂nさぬき文仙堂作J
パ吹き兵隊

827 高松の土人 現代 香川県高松市 大崎豊五郎 土 高9.7幅6.5 l点 G-3-2-6 シール「郷土玩具 200lP827 
形イトヨ 奥4.3 南座趣味のJ古大崎文仙堂
リ姫 四国高松J赤ぺン書「イタダ

キイトヨリ姫j

828 高松の土人 現代 香川県高松市 大崎豊五郎 土 高16.0 幅 l点 Dふ1-15 シール「郷土玩具 200lP828 
形立天神 9.5 奥8.2 南座趣味の府大崎文仙堂

四国高松」 参照写真龍野
市立歴史文化資料館『郷土
玩具への想Lリ P53r立ち天
神j

829 高松土人形 1970 香川県高松市 宮内フサ 土 高2.4幅2.1 l点 A-4-2-6 200lP829 
猪 年頃 奥4.0

830 高松土人形 1970 香川県高松市 宮内フサ 土 高3.4 長5.9 l点 |・6・7ぺン書「宮内フサ八 200lP830 
猪 年 幅3.4 十七才j

831 高松土人形 現代 香川県高松市 大崎豊五郎 土 高9.8 幅 l点 E・5-2-7 印[さぬき文仙堂 200lP831 
j中鯛 11.2奥4.7 作」

832 首人形 現代 香川県高松市 大崎豊五郎 土 全体高16.3 l組 E・1-2-2 印「さぬき文仙堂 200lP832 
幅12.0 台径 8点 作J
4.7 

833 首人形 現代 香川県高松市 宮内フサカ 土 全体高13.8 l組 8-4圃ト17 もとは10点か 200lP833 
径3.2 8点

834 士 鈴やし 現代 香川県高松市 不詳 土 高8.7 幅8.3 l点 1-5-28 刻字「やしま狸」 200lP834 
ま狸 屋島寺 奥8.5

835 土鈴鼠相 現代 香川県高松市 大崎豊五郎 土 高6.7 幅5.0 l点 J-7-3 印「さぬき文仙堂作J 200lP835 
撲 奥5.2

836 土鈴平家蟹 現代 香川県高松市 不詳 土 高5.5 幅5.2 l点 J-5-19 鉛筆書「土鈴平家カ 200lP836 
奥4.2

Q
U
 

F
D
 



寄贈資料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

837 土鈴平家蟹 現代 香川県同松市 不詳 土 高7.6 幅8.2 l点 J-3-17 2001P837 
奥6.8

838 高松張り子 1971 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高17.2 幅 l点 H-3-2-7 墨書「宮内フサ八 2001P838 
おかめ松茸 年 13.3 奥9.2 十八才J

839 高松張り子 現代 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高10.9 幅 l点 A-3-1-9 2001P839 
ほうこさん 5.6 奥4.8

840 高松張り子 1975 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高25.0 幅 し点 F-2-2 墨書「宮内フサ九十 2001P840 
ほうこさん 年 12.1 奥10.9 二才J

841 高松張り子 現代 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高5.3 幅5.7 1)点 H-5・2-5 2001P841 
嫁入り人形 奥3.3

842 高松張り子 現代 香川県高松市 不詳 張り子 高7.0 幅5.2 l点 Aふ1-1 鉛筆書「金口 90J 2001P842 
嫁入り人形 奥4.2

843 高松張り子 現代 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高4.7幅4.1 l点 H-1-2-2 200 1 P843 
嫁入り人形 長8.1
臥牛

844 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高6.2 幅5.9 l点 E・4-2・5墨書「宮内フサJ 2001P844 
嫁入り人形 年頃 奥4.0
鯛抱き

845 高松張り子 現代 香川県高松市 宮内フサか 張り子 高6.2 幅6.3 l点 E-4-2-7 2001P845 
嫁入り人形 奥3.7
神鯛

846 高松張り子 1967 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高23.5 幅 l点 M-4 墨書「宮内フサ八十 200 1 P846 
亀持ち 年 20.5 奥18.5 四才J

847 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高13.6 幅 1点 C-1-2-5 墨書「宮内フサJ 2001P847 
牛乗り天神 年頃 7.4奥7.3

848 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高9目O 幅 l 点、 C-5-1-23 墨書「宮内フサj 2001P848 
牛乗り天神 年頃 11.7奥6.0

849 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高10.7幅 l点 C-1-2-4 墨書「宮内フサ」 2001P849 
牛乗り童子 年頃 14.0 奥5.7

850 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高8.5 幅5.1 l点 B-4-2-9 墨書「宮内フサ」 2001P850 
玉持ち犬 年頃 奥5.4

851 高松張り子 現代 香川県高松市 大崎豊五郎 張り子 高9.4幅5.0 l点 1-4-2 印「さぬき文仙堂作J 2001P851 
金比羅参り 奥8.6

852 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高8.7 幅6.5 l点 Dふ2-14 墨書「宮内フサj 2001P852 
具足馬 年頃 長11.4 赤鉛筆書「具足馬J

853 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高10.2 幅 l点 E・4-2-3 墨書I宮内フサJ 2001P853 
犬 年頃 6.3 長11.2

854 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高6.5 幅5.8 l点 E・3-1-8 墨書「宮内フサ」 200IP854 
犬 年頃 長7.4 値札「犬まい ￥130 民芸

品の盾えひめJ

855 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高8.7 幅9.5 l点 E-4-2-2 墨書「宮内フサJ 2001P855 
犬 年頃 奥6.5

856 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高9.7幅9.4 l点 E-3-2-14 墨書「宮内フサj 2001P856 
犬 年頃 奥6.5

60 



寄贈資料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

857 両松張り子 1969 香川県品松市 宮内フサ 張り子 高24.5 幅 l点 F・2・1墨書「宮内フサ八十 2001P857 
三番史 年 19.4 奥17.5 六才J

858 高松張り子 1971 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高20.0 幅 l点 F-2・3 墨書「宮内フサ八十 2001P858 
獅子 年 22.0 奥11.4 八才J

859 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高8.9 幅6.8 l点 D-3-2-1 墨書「宮内フサ」 2001P859 
蛇の目馬 年頃 長10.8 赤ぺン書「蛇目馬」

860 高松張り子 現代 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高5.8 幅4.4 l点 $-8 赤ぺン書「高松張子虎」 2001P860 
首振り虎 長10.7

861 高松張り子 現代 香川県高松市 不詳 張り子 高6.8 幅5.2 l点 A-5-2-8 赤鉛筆書「高松張 2001P861 
首振り虎 長11.7 子J

862 高松張り子 現代 香川県高松市 不詳 張り子 高25.0 幅 l点 H-4-1-15 2001P862 
首馬 4.8 奥9.1

863 高松張り子 1968 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高17.7 幅 l点 E-5-2-14 墨書「宮内フサ 2001P863 
常盤御前 年 10.3 奥7.7 八十五才J

864 高松張り子 1971 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高21.5幅 l点 M-3 墨書「宮内フサ八十 2001P864 
鯛恵比須 年 20.0 奥10.5 八才J

865 高松張り子 1977 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高13.3 幅 l点 G-5-1-8 墨書「宮内フサ九 2001P865 
大黒 年 8.7 奥7.3 十四才J

866 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高11.3幅 l点 じ2-1-3 墨書「宮内フサJ 2001P866 
達磨 年頃 8.9 奥9.6

867 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高10.2 幅 l点 G-3-2-3 墨書「宮内フサJ 2001P867 
狸起き上が 年頃 8.1 奥7.4
り

868 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高15.5 幅 l 点 0-3 墨書「宮内フサ」 2001P868 
狸起き上が 年頃 11.4奥15.0
り

869 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高9.5 [隔6.7 l点 C-3-1-5 墨書「宮内フサJ 2001P869 
男女 年頃 奥4.3

870 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高13.0 幅 l点 G-2-2-6 墨書「宮内フサJ 2001P870 
藤娘 年頃 6.9 奥5.3

871 高松張り子 現代 香川県高松市 不詳 張り子 高15.7幅 l点 H・3・2・5鉛筆書「高松張子 2001P871 
能人形 9.3 奥5.5 能人形大原口口口J

872 高松張り子 現代 香川県高松市 不詳 張り子 高16.0 幅 l点 H-3-2-4 鉛筆書「高松張子 2001P872 
能人形井 9.3 奥5.5 能人形井筒」

筒

873 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高12.4幅 l点 D-3-2-12 墨書「宮内フサj 2001P873 
馬乗り軍人 年頃 6.3 長53.1

874 高松張り子 現代 香川県高松市 不詳 張り子 高13.8 幅 l点 D-3-2-19 2001P874 
馬乗り軍人 7.3 長13.9

875 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高9.2 幅6.8 l点、 D-3-2-15 墨書「宮内フサ」 2001P875 
{表馬 年頃 長11.5 鉛筆書rf表馬J

876 高松張り子 現代 香川県高松市 不詳 張り子 高16.4 幅 l点 H・2-2・5赤ぺン書「高松張子 2001P876 
福の神 10.2 奥4.7 福の神J

877 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高10.1 幅 1 )点 ι2-1-9 墨書「宮内フサj 2001P877 
宝船 年頃 5.8 長13.3

1
1
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878 高松張り子 現代 香川県高松市 不詳 張り子 同11.0幅 1点 ら4-2・7赤ベン書「末広狩 2001P878 
末広狩 8.3 奥5.3 高松張子J

879 高松張り子 現代 香川県高松市 不詳 張り子 高9.4 幅5.3 1)点 8-4-2・5赤べン書「高松張子 2001P879 
末広狩 奥8.7 末広狩」

880 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高12.8 幅 l点 G・1-1-2 墨書『宮内フサ八 2001P880 
力士黒岩 年 10.8 奥12.2 十七才J

881 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高16.8 幅 l点 8-2・1・7墨書「宮内フサ八 2001P881 
亙女 年 9.2 奥8.5 十七才』

882 高松張り子 現代 香川県高松市 宮内フサか 張り子 高13.9 幅 l点 8-2-1・3鉛筆書『高松狸々 2001P882 
握々 7.4奥7.3 だるまJ

883 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子 高12.3 幅 l点 8-4-2・3墨書『宮内フサ八 2001P883 
棒兎 年 11.0奥7.1 十七才J

884 張り子人形 現代 香川県高松市 大崎豊五郎 張り子 高9.3 幅 l点 E-4-1-2 r白禿大明神nきぬ 2001P884 
浄願寺の禿 11.1奥6.3 き 大崎文仙堂j

狸

885 張り子人形 現代 香川県高松市 大崎豊五郎 張り子 高7.0 幅4.8 l点 E-2-1-5 印rrさぬき文仙堂 2001P885 
船 長9.7 作J

886 張り子人形 現代 香川県高松市 大崎豊五郎 張り子 高8.2 幅5.2 l点 H-4-2-2 rやしま 四国八十 2001P886 
狸遍路 奥5.9 八カ所同行二人nさぬき

文仙堂作j

887 祭船 現代 香川県高松市 谷本としえ 紙、竹 高16.5 幅 l点 E-2-2-10 2001P887 
6.2 長17.5

888 高松の嫁入 現代 香川県高松市 宮内フサか 石膏 長5.7 幅2.2 l点 8-3-1-22 2001P888 
り 人 形 打 奥1.7
ち出の小槌

889 高松の嫁入 現代 香川県高松市 宮内フサか 石膏 高3.3 幅3.1 l点 H-5-1-10 2001P889 
り人形鯛 奥1.7

890 高松の嫁入 現代 香川県高松市 宮内フサか 石膏 高2.8 幅2.9 l点 H-5-1-12 2001P890 
り 人 形 鯛 奥2.0
抱き

891 高松の嫁入 現代 香川県高松市 不詳 石膏 高1.6長3.2 l点 B同3-2-21 2001P891 
り人形兎 幅2.4

892 高松張り子 1968 香川県高松市 宮内フサ 張り子、 高23.5 幅 1)点 G-3・1-6 墨書「宮内フサ八 200 1 P892 
飾り馬車 年 木 11.3長19.7 十三才J

893 高松張り子 1970 香川県高松市 宮内フサ 張り子、 高9.8 幅7.5 l点 E斗 1-7 墨書「宮内フサj 2001P893 
鯛車 年頃 木 長10.0

894 高松張り子 現代 香川県高松市 不詳 張り子、 高9.4 幅4.8 l点 D-3-1-4 2001P894 
俵馬 木 長10.8

895 讃岐豆獅子 現代 香川県高松市 乃村玩具製 木、紙、 高4.7 幅6.0 l点 8-4-2-2 2001P895 
作所 漆ほか 奥5.1

896 讃岐のチョ 現代 香川県観音寺 千葉玩具製 木、布 高10.0 幅 l点 G-2-2-2 担ぎ棒一本欠 2001P896 
ウサ 市 作所 6.7 長10.4

897 讃岐のチョ 現代 香川県観音寺 千葉玩具製 木、布 高10.7 幅 l点 G-2-2-1 2001P897 
ワサ 市 作所 7.8 長11.8
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898 八栗達磨 現代 香川県木困郡 漆原馬須雄 張り子 I埼14.7 幅 l点 C-3-2-13 墨書「馬須雄七 2001P898 
牟礼町 9.1 奥8.5 十二J

899 滝宮天満宮 現代 香川県綾歌郡 不詳 木 高10.3 幅 l点 D-4-1-9 r滝宮天満宮第 2001P899 
の驚 綾南町 4.7奥3.7 1178番J

900 土鈴金比 現代 香川県仲多度 大崎豊五郎 土 高4.8 I隔4.0 l点 1-5-5 ぺン書「こんぴらで 2001P900 
耀でこ 郡琴平町 カミ 奥3.7

901 土鈴金比 現代 香川県仲多度 大崎豊五郎 士 高4.9 幅4.1 l点 1-4-14 ぺン書「こんぴらで 2001P901 
羅でこ 郡琴平町 カミ 奥3.7

902 金比羅でこ 現代 香川県仲多度 大崎豊五郎 土、木 長17.5 I隔 l点 A-4-1-5 2001P902 
郡琴平町 カ通 5.2 奥4.9

903 土鈴烏天 現代 愛媛県 不詳 土 高4.0 幅3.8 l点 1-8-4 赤鉛筆書「石鎚山J 2001P903 
狗 奥4.8

904 木彫り達磨 現代 愛媛県 不詳 木 高3.9 I隔4.6 l組 C-2-1-16 C-2-1-19 値札r2個 2001P904 
奥4目6 2点 ￥300 民芸の庖えひめJ
高3.4 幅3.2
奥3.3

905 起き上がり 現代 愛媛県松山市 不詳 土 高5.2 径3.7 l点 B-2-2-8 2001P905 
小法師

906 首人形(松 現代 愛媛県松山市 不詳 土 全体高20.4 l組 A-3-2-20 2001P906 
山の鎧人 径5.0 4点
形)

907 土鈴天神 現代 愛媛県松山市 不詳 土 高5.3 I隔4.3 l点 1-5-24 r道後めj 2001P907 
奥3.0

908 八幡船 現代 愛媛県松山市 不詳 木 高11.5幅 l点 E-2-1・1 「伊予水軍J ぺン 2001P908 
5.6 長13.5 書「八幡船(パパンセン)

S.50.5.22 狸のれんJ一部
破損

909 伊予万歳 現代 愛媛県松山市 不詳 張り子 高9.5 幅 l点 A-4-2-7 銘f南雲Jf伊予万 2001P909 
13.8 奥7.1 才j

910 起きあがり 現代 愛媛県松山市 不詳 張り子 高4.8 幅3.7 l点 G-4-2・6 r松山 2001P910 
小坊師 奥3.4

911 松山の姫達 現代 愛媛県松山市 泉王子 張り子 高16.5 I煽 l点 0・2銘「松山泉王子作j 2001 P911 
磨 12.5 奥13.0 「仲哀帝神宮后今名目湯月八

幡宮崇杷最大云謹按国史諸
書所載Jf仲哀帝興神宮后
幸温湯后固有身生応神
帝応神廟競八幡宮故応
神帝為主因井祭j

912 松山の姫達 現代 愛媛県松山市 泉王子 張り子 高16.7 幅 l点 0・1銘「松山泉王子作J 2001P912 
磨 12.0 奥14.0 「仲哀帝神宮后今名目湯月八

幡宮崇杷最大云謹按国史諸
書所載Jf仲哀帝興神宮后
幸温湯后固有身生応、神
帝応神廟披八幡宮故応
神帝為主因井祭」

913 松山の姫達 現代 愛媛県松山市 不詳 張り子 高11.3幅 1点 B-2-1-8 2001P913 
磨 8.5 奥8.3

914 松山の姫達 現代 愛媛県松山市 不詳 張り子 高15.5 幅 l点 F-3-2 2001P914 
磨 11.8奥11.6

円
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915 松山の姫遥 現代 愛媛県松山市 不詳 張り子 男雛:局4.5 l組 B-2-2-14 B-2-2-16 2001P915 
磨 幅3.4奥3.2 2点

女雛:高4.5
幅3.1 奥3.0

916 松山野球拳 現代 愛媛県松山市 不詳 張り子 高5.7 幅6.2 i点 B・5・2-24 r松山野球拳C.J 2001P916 
奥4.6

917 坊ちゃん列 現代 愛媛県松山市 不詳 張り子、 高5.5 幅3.5 l点 H-5-1-9 2001P917 
車 木 長12.5

918 おたた人形 現代 愛媛県松山市 不詳 土、布 高16.0 幅 l点 H-5・2・2 rおたた人形J 2001P918 
ほか 6.1 奥4.8

919 松山の鎧人 現代 愛媛県松山市 不祥 土、布 高20.0 幅 l点 A-3-2-18 2001P919 
時3 ほか 14.0 奥2.3

920 湯姫人形 現代 愛媛県松山市 愛媛趣味の 布ほか 男雛:高12.6 l組 B-4-1-13 シール「意匠登録 2001P920 
達磨雛 dZ合五、t 幅8.7奥7.6 2点 第118288号湯姫人形愛

女雛:高13.3 媛趣味の会松山市東石井
|隔8.0 奥6.8 町166の1TEL(56) 1081 J 

921 土人形馬 現代 愛媛県宇和島 不詳 士 高6.8 長8.5 l点 D-4-2-15 r和霊神社j 2001P921 
市和霊神社 幅3.2

922 土鈴天狗 現代 愛媛県宇和島 不祥 土 高6.0 幅3.8 l点 1-3-56 r和霊神社j 2001P922 
市和霊神社 奥4.8

923 士鈴 馬 現代 愛媛県宇和島 不詳 土 高6.2 幅3.7 l点 Jふ33 rうわじま和霊神社J2001P923 
市和霊神社 長8.4

924 小絵馬虎 昭和 愛媛県宇和島 不祥 木 縦8.7 横 l点 んら1-23 r昭和四十九年甲 2001P924 
49年 市和霊神社 14.5 厚0.8 寅歳J 印「招福開運Jr和霊

神社J

925 牛鬼 現代 愛媛県宇和島 宮川 張り子 高9.5 幅5.8 l点 C-5-1-9 シールrMADEIN 2001P925 
市 長11.0 JAPANJ 

926 鹿踊り 現代 愛媛県宇和島 不詳 竹、布 高7.8 帳 l点 B-5-1-9 r宇和島名物鹿おど 2001P926 
市 ほカミ 10.l奥5.8 りJ

927 牛鬼 現代 愛媛県字和島 宮川 張り子、 高14.5 幅 l点 E-5-1-15 2001P927 
市 木ほカ通 8.0 長18.0

928 小絵馬元 現代 愛媛県越智郡 不詳 木 高8.1 幅 l点 B-2-1-6 印「日本総鎮守大山 2001P928 
冠の役 大三島町大 21.5厚0.8 祇神社J

山祇神社

929 野田の天神 現代 愛媛県温泉郡 不詳 練り物 台込:高20.0 l点 C-1-2-12 2001P929 
重信町 l隔18.8 奥

8.2 

930 小絵馬鼠 現代 愛媛県東宇和 不詳 木 高6.5 幅9.1 1 )点 ん6-1-19 r伊予大野ヶ原 2001P930 
郡野村町 小松ヶ池鎮座龍王大神J

931 士鈴鯨 現代 高知県 不詳 土 高4.8 幅4.7 l点 J-7・26 2001P931 
長5.0
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932 土鈴ニ猿 現代 局知県 不詳 土 見ざる.局3.7 l組 J-2-23 J-2-22 J・1-23 札「土 2001P932 
幅3.1 奥2.9 3点、 佐去難j

言わざる・高

3.9 ~i3.3 
奥2.8
聞かざる.高
3.8 幅3.3
奥3.1

933 土鈴狸 現代 高知県 不詳 土 高5.5 I隔5.1 l点 |・7-8 i月の名所は桂浜J 2001P933 
奥5.1

934 鈴絵馬 現代 高知県 不詳 土、木 高5.0 幅 l点 J-2-21 貼紙「所願成就J鉛 2001P934 
12.8 厚8.8 筆書「土佐鈴絵馬J

935 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高11.5幅 l点 A-4-2・17 参照写真『ふるさ 2001P935 
しばてん土 7.3 奥5.5 とのおもちゃ.1P23iしばて
俵入り ん土俵入りj

936 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高5.6 幅9.2 l点 C-4-1-8 参照写真『郷土玩 2001P936 
つればり 奥4.9 具辞典.1P73iつればりJ

937 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高6目9幅7.6 i点 |ふ53 印「所願成就」 墨書 2001P937 
絵馬土鈴 奥3目5 「土佐の高ちのはりまやばし
河童 で坊さんかんさ。しかふをみ

たj

938 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高9.7 幅 l点 1-4-29 2001P938 
鰹担ぎ童子 10.0 奥6.6

939 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高3.5 幅6.5 l点 1-4-26 刻字「しばてんJ参 2001P939 
土鈴しば 奥9.0 照写真『ふるさとのおもち

てん ゃ.1P23iしばてん商」

940 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高11.3幅 l点 J-6-44 2001P940 
土鈴鶏 8.6 長10.1

941 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高4.2 幅3.8 l点 J-4-10 2001P941 
土鈴鶏 奥5.2

942 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高9.8 幅8.1 l点 J-6-46 200 1 P942 
土鈴虎 長10.7

943 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高5.3 幅4.2 l点 Jふ 29 ぺン書「高知」 参照 2001P943 
土鈴 飾 り 長6.4 写真『ふるさとのおもちゃ』

牛 P33i飾り牛」

944 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高9.5 幅 l点 1-7-1 参照写真『ふるさと 2001P944 
土鈴飾り 12.3 奥7.2 のおもちゃ.1P33i飾り牛J
牛

945 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高7.5 幅8.1 l点 1-5-9 i土佐J
土鈴千石 奥5.6
船

946 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高3.7 幅3.4 l点 |ふ12 ぺン書「高知J 2001P946 
土鈴鼠 奥4目7

947 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高5.2 幅5.2 l点 J-2-6 2001P947 
土鈴相合 奥5.0
傘

948 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高10.8 幅 l点 J-6-48 200 1 P948 
土鈴桃持 8.7奥9.8
ち猿

F
D
 円。
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949 香泉人形 現代 局知県高知市 山本香泉 土 同5.0 幅5.2 l点 1-3-35 2001P949 
土鈴闘犬 長5.9

950 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高10.0 幅 l点 J-6-43 2001P950 
土 鈴馬 7.6 長9.8

951 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高8.1 幅8.2 1 J点 1-1-23 参照写真『ふるさと 2001P951 
土鈴龍 奥7.0 のおもちゃ.1P33f龍J

952 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高11.2幅 l点 G-5-1-7 刻字「口口j 2001P952 
尾長鶏抱き 9.9 奥6.5
童子

953 香泉人形 現代 高知県高知市 山本香泉 土 高7.4 幅6.2 l点 B-4-1-1 2001P953 
力士 奥4.5

954 土人形春 現代 高知県高知市 不詳 土 高1.5長5.3 l点 H-2-1-6 2001P954 
牛 幅2.3

955 土人形春 現代 高知県高知市 不詳 土 高1.5長5.3 l点 H-2-1-7 べン書「春牛高知 2001P955 
牛 幅2.5 土人形J

956 鯨車 現代 高知県高知市 不詳 木 高5.7 幅4.7 l点 E-4-1-6 f土佐J 2001P956 
長5.0

957 鯨船 現代 高知県高知市 不詳 木 高4.2 幅3目6 l点 C-5-2-1 2001P957 
長11.7

958 出世駒 現代 高知県高知市 不詳 木 高10.0 幅 l点 N-4旗に「土佐二十四万石 2001P958 
3.2 長6.3 出世駒j

959 鳴子 現代 高知県高知市 不詳 木 長18.8 幅 l点 B-3-2-23 2001P959 
8.0 

960 鳴子 現代 高知県高知市 不詳 木 長19.0 幅 l点 A-3-1-18 2001P960 
7.5 

961 木彫り人形 現代 高知県高知市 斉藤晴海 木 高7.0 幅3.7 l点 E-5-2-2 f土佐J 2001P961 
闘犬 長8.8

962 土佐張り子 現代 高知県高知市 山本香泉 張り子 高9.8 幅8.4 l点 C-2-1-2 2001P962 
権九郎狸 奥7.6

963 土佐張り子 現代 高知県高知市 山本香泉 張り子 高9.2 幅7.7 l点 B-2-1-12 鉛筆書「土佐姉 2001P963 
姉様起き上 奥7.0 さまだるまJ
がり

964 土佐張り子 現代 高知県高知市 不詳 張り子 高6.7 幅5.2 l点 Aふ1-11 鉛筆書「土佐J 2001P964 
首振り虎 長11.2

965 土佐張り子 現代 高知県高知市 岡林藤吉 張り子 高9.5 幅6.7 l点 B-2-1-4 鉛筆書「土佐張子 2001P965 
女達磨 奥8.2 めだるまJ

966 土佐張り子 現代 高知県高知市 不詳 張り子 高12.5 幅 l点 C-3-1-3 rはりまやばしJ 2001P966 
相合傘 6.7 奥5.2

967 土佐張り子 現代 高知県高知市 岡林藤吉 張り子 高6.0 幅 l点 C-5-2-3 2001P967 
箸拳 12.0 奥5.0

968 土佐張り子 現代 高知県高知市 山本香泉ヵ 張り子 高8.9 幅7.3 l点 Dふ1-29 鉛筆書「土佐張り 2001P968 
八起天神 奥6.5 子八起天神J

969 土佐張り子 現代 高知県高知市 岡林藤吉 張り子 高9.4幅4.6 l点 E-2-1-4 赤ぺン書「帆傘船 2001P969 
帆傘船 長8.8 土佐御玩」

円。円。
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970 土佐張り子 現代 高知県両知市 岡林藤吉 張り子、 高6.5 幅4.4 l点 E-4-1-10 200lP970 
鯨車 木 長7.3

971 土佐張り子 現代 高知県高知市 岡林藤吉 張り子、 高6.2 幅5.3 l点 E-3-1-16 鉛筆書「土佐張子 200lP971 
闘犬 木 長10.1 ￥300J 

972 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 土 高5.3 幅4.1 l点 |ふ52 参照写真『土鈴J 200lP972 
お福さん 奥4.0 P7]f士鈴お福さんJ

973 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 土 チャボ:高4.3 l組 J-1-22 J-6-2 J-6-5 200lP973 
チャボ鈴 阪3.0 奥2.9 3点

雛:高2.2 幅
2.3 奥2.8
卵.高2.2 幅
2.8 奥山

974 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 土 高5.8 幅4.3 l点 J-5-7 鉛筆書「安芸へそく 200lP974 
へそくり駒 奥3.8 り駒鈴j

鈴

975 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 土 高5.4 I隔4.5 l点 1-2-31 貼紙「魔除J参照写 200lP975 
よさこい鈴 奥3.7 真『土鈴~ P7]fよさこい鈴」

976 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 土 高5.6 幅4.4 l点 Jふ21 貼紙「魔除J参照写 200lP976 
よさこい鈴 奥3.2 真『土鈴~ P71iよさこい鈴J

977 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 土 高5.7 幅4.7 l点 J-8-25 貼紙「魔除」 参照写 2001P977 
よさこい鈴 奥3.3 真『土鈴~ P71iよさこい鈴J

978 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 士 高5.8 幅4.4 l点 1-2・32 貼紙「魔除J参照写 200lP978 
よさこい鈴 奥3.5 真『土鈴~ P71iよさこい鈴J

979 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 土 高6.0 I幅4.7 l点 1-2-33 貼紙「魔除」 参照写
よさこい鈴 奥3.4 真『土鈴~ P71iよさこい鈴J

980 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 土 高9.5 I隔8.2 l点 |ふ39 貼紙「魔除J参照写 200lP980 
よさこい鈴 奥4.0 真『土鈴~ P7]fよさこい鈴j

981 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 士 高5.3 幅4.5 l点 1-6-8 ぺン書「コウチア 200lP981 
河豚 奥8.1 キj

982 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 土 高5.0 幅4.8 l 点 1-2-11 鉛筆書「高知アキJ200lP982 
牛 長9.7 参照写真『土鈴~ P71i丑鈴J

983 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 土 恵比須:高4.5 l組 J-1-20 J-1-21 鉛筆書「土佐j 200lP983 
恵比須大黒 幅3.8 奥3.5 2点

大黒:高4.0
幅4.1 奥3.6

984 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 土 高6.0 幅3.7 l点 J-8-29 
鶏 長4.5

985 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 土 高4.6 幅3.6 l点 J-8-5 鉛筆書「アキJ 200lP985 
犬 長4.6

986 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 不詳 土 高7.5 幅4.6 l点 J-5-35 200lP986 
高知城 奥4.3

987 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 土 高5.1 幅3.0 l点 1-5・7貼紙「魔除」 参照写 200lP987 
小袖鈴 奥3.5 真『土鈴~ P7]f小袖鈴J

988 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 高村紅光 土 雄鈴:高4.2 l組 1-2-23 1-3・10 鉛筆書「安芸 200lP988 
夫婦鈴 幅3.7 奥3.5 2点 夫婦鈴j

雌鈴:高3.5
幅3.3 奥4.1

『

i円。
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989 安芸の土鈴 現代 局知県安芸市 同村紅光 土 l苛4.5 幅3目l l点 J-7-14 鉛筆書「アキJ 2001P989 
羊 長5.0

990 安芸の土鈴 現代 高知県安芸市 不詳 土 高7.3幅3.9 l点 J-5-30 r龍馬j 2001P990 
龍馬像 奥4.0

991 祇園三鈴 現代 福岡県北九州 不詳 土 高6.3 幅5.2 l点 1-7-9 刻印「福鈴j 参照写 2001P991 
5国 市 奥4.0 真『九州の郷土玩具~ PlO 

「祇園三鈴J

992 若松の河童 現代 福岡県北九州 不詳 土 高6.5 幅5.6 1)点 G-3-2-12 2001P992 
ひねり土人 市 奥5.0
形

993 土鈴太鼓 現代 福岡県北九州 不詳 土 高4.9 幅5.4 l点 J-2-1 刻字「小倉城」 2001P993 
市 奥4.3

994 文字ヶ聞の 現代 福岡県北九州 不詳 土 高2.6 長3.5 l点 H-3-1-4 2001P994 
土人形虎 市 幅2.1

995 文字ヶ聞の 現代 福岡県北九州 不詳 土 高3.1 長4.2 l点 C-1-1-11 参照写真旧本発 2001P995 
土人形十 市 幅2.1 見 No29 郷土玩具~ P39r丑J
二支牛

996 文字ヶ闘の 現代 福岡県北九州 不詳 土 高2.7長3.8 l 点 E-4-2・11 参照写真旧本発 2001P996 
士人形十 市 !隔2.0 見 No29 郷土玩具~ P41r成J
二支犬

997 文字ヶ関の 現代 福岡県北九州 不詳 土 高3.5 長4.0 1 )点 A-5-1-18 参照写真『日本発 2001P997 
土人形十 市 l隔2.1 見No29郷土玩具.1P39r寅J
二支虎

998 文字ヶ聞の 現代 福岡県北九州 不詳 土 高1.7長3.5 1)点 B同5-1-4鉛筆書r20J 参照 2001P998 
士人形十 市 幅1.9 写真『日本発見No29郷土玩
二支鼠 具~ P39r子J

999 文字ヶ聞の 現代 福岡県北九州 不詳 土 高3.8 長4目8 l 点 0-5-1-4 参照写真『日本発 2001P999 
土人形十 市 幅1.9 見 No29 郷土玩具~ P40r午J
二支馬

1000 文字ヶ聞の 現代 福岡県北九州 不詳 土 高4.3 幅3.7 l点 C-1-1-12 2001P1000 
土人形天 市 高2.2
神

1001 文字ヶ関の 現代 福岡県北九州 不詳 土 高3.0 幅3.2 1 )点 1-6-43 2001PlO01 
土人形土 市 奥1.9
鈴牛乗り
天神

1002 文字ヶ聞の 現代 福岡県北九州 不詳 土 高3.7幅2.7 1 )点 C-5-1-13 2001P1002 
土人形土 市 奥1.9
鈴天神

1003 文字ヶ関の 現代 福岡県北九州 不詳 土 高3.9 幅2.0 l点 0-5-1-32 鉛筆書「文字関J 2001P1003 
土人形土 市 奥3.9
鈴 馬 乗 り
武人

68 
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1004 文字ヶ関の 現代 福岡県北九州 不詳 土 桃太郎:，笥3.7 l組 8-5・1・58-5-2-3 8-5・2-4 2001P1004 
土人形桃 市 幅2.1 奥1.9 4点
太郎 猿.高2.2 幅

1.5 奥2.4
犬:高2.0 長
2.8 幅1.6
焼.高2.5 長
2.8 幅1.4

1005 張り子人形 現代 福岡県北九州 不詳 張り子 高7.5 幅6.4 l点 C-3幽 1-4 貼紙「小倉万葉立ぴ 2001P1005 
小倉万葉立 市 奥2.8 な 豊田乃聞之長浜去昏日
雛 之昏去妹食序会 『万葉の

庭』二号碑J EI1 r岡J

1006 文字ヶ聞の 現代 福岡県北九州 不詳 張り子 高4.8 幅3.8 l点 8-5・2-17 鉛筆書「文字ヶ関 2001P1006 
張り子人形 市 奥3.9 人 形 だ る まJ
達磨

1007 文字ヶ関の 現代 福岡県北九州 不詳 張り子 高4.8 幅3.6 l点 8-5-2-16 鉛筆書「文字ヶ関 2001PI007 
張り子人形 市 奥4.9 女だるまJ
姫達磨

1008 小倉沼楽 現代 福岡県北九州 不詳 紙、竹 高15.5 幅 l点 E-1-2-1 墨書「小倉沼楽」 2001PI008 
市 8目O 奥5.8

1009 孫次凧蝉 現代 福岡県北九州 不詳 紙、竹 長18.0 幅 l点 Bふ2-2 印「孫次凧孫次凧 2001PI009 
凧 市 11.5 天まであがれあがれや御空

で舞び口口口口j

1010 民謡楠原 現代 福岡県北九州 不詳 木、紙、 高14.7径 l点 Bふ2-5 貼紙「民謡楠原お 2001PI0I0 
おどり 市 藁 9.0 どりJ

1011 古型博多人 現代 福岡県福岡市 中ノ子勝美 土 高10.7 長 l点 B・3・1-16 r鯉抱古型博多 2001PI0ll 
形鯉抱き 9.5 幅4.5 中ノ子勝美J

1012 古型博多人 現代 福岡県福岡市 中ノ子勝美 土 高13.0 幅 l点 B・3-1-14 r子抱古型博多 2001PI012 
形子抱き 7.7 奥5.0 中ノ子勝美」ぺン書

r54.21.17.J 

1013 古型博多人 現代 福岡県福岡市 中ノ子勝美 土 高11.5 幅 l点 A-3-2-16 r古型博多親子 2001PI013 
形親子福 6.7 奥5.5 福助中ノ子勝美J 刻印

助

1014 古型博多人 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高13.3 幅 l点 C・5-1-24 刻印「ユウジj ぺ 2001PI014 
形菅原道 16.7 奥11.1 ン書「古型博多土人形J
真

1015 古型博多人 現代 福岡県福岡市 中ノ子勝美 土 高9.8 幅 1点 8-5・1・8 r古型博多稚児天 2001PI015 
形稚児天 12.5 奥6.4 神中ノ子勝美」

神

1016 古型博多人 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高8.5 幅6.0 l点 J-7-24 刻字I辰J 色鉛筆書 2001P1016 
形土鈴 奥2.6 「古型博多J
音E

1017 古型博多人 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高14.0 幅 l 点 C-3-1-7 鉛筆書「古式博多人 2001PI017 
形立雛 8.7 奥4.3 形j

1018 獣鬼面瓦鈴 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高6.6 I隔7.8 l点 |ふ40 刻字「厄除J 刻印 2001PI018 
奥4.9 鉛筆書「厄除鬼瓦鈴J 参

照写真『土鈴.1P73r獣鬼面
瓦鈴j

1019 土人形ど 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高6.0 幅4.4 l点 C-4-1-6 2001P1019 
んたく 奥1.8

Q
u
 

no 
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1020 土人形ど 現代 福岡県福岡市 不詳 土 同6.2 幅4.5 l点 C-4-1-4 2001PI020 
んたく 奥2.0

1021 土人形ど 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高7.3 幅4.9 1)点 C・4-1-2 rこれくふて茶の 2001PI021 
んたく 奥4.8 めJ

1022 土人形ど 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高7.2 幅3.2 1)点 C-4-1-3 2001PI022 
んたく 鼓 奥2.4
打ち

1023 土人形ど 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高7.3 幅3.9 l点 C-4-1-5 2001P1023 
んたく 奥2.1
味線弾き

1024 土人形ど 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高9.6 幅6.3 l点 C-4-1-10 鉛筆書「博多風俗 2001P1024 
んたく 傘 奥5.6 人形松ばやしJ
鉾

1025 土筒鳩 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高3.8 幅4.1 1 )点 H-1-1・9 刻印「宮崎宮j

宮崎宮 長6.0

1026 土鈴おた 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高5.7 幅5.2 1)点 J-1-14 2001P1026 
ふく・にわ 奥4.0
か面

1027 土鈴どん 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高7.4幅4.2 l点 |ふ27 rどんたく節Jr博多 2001PI027 
たく節 奥4.7 どんたく節坊んち可愛や

ねんねしな 品川女郎衆は
十もんめ十もんめの鉄砲
玉玉屋カリ11へスッポンポ
ンJ

1028 土鈴ひょ 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高5.5 幅4.3 l点 1-3-25 2001PI028 
っとこにわ 奥4.5
カ3

1029 土鈴金印 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高5.4 幅4.0 l点 J-2-12 刻字「漢倭奴国王J
奥4.0 「志賀出J

1030 土鈴黒田 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高6.8 I隔5.0 l点 Jふ 3刻字「黒田節n福岡
節 奥4.4 黒田節酒はのめのめの

むならば 日の本ーのこの
酒を のみとるほどにのむ
ならば これぞまことの黒
田節J鉛筆書r54.2.4 井筒
ヤJ

1031 土鈴達磨 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高4.0 幅4.6 l点 J-7・15 ぺン書「ハカタJ 2001P1031 
奥4.3

1032 土鈴田の 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高9.1 幅6.5 l点 |・6-26 刻字「田の神J鉛筆 2001PI032 
神 奥6.6 書「博多土鈴J参照写真

『土鈴jP73r田の神鈴j

1033 土鈴唐航 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高9.4幅3.8 1 )点 |・5-42 r宮崎に口べの口口 2001PI033 
塔 宮崎宮 奥4.0 親と子となきにし聾をのこ

す唐船仙崖J

1034 土鈴馬 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高5.5 幅2.0 l点 |・3・57 刻印「宮崎宮J 2001P1034 
長5.5

1035 土 鈴馬 現代 福岡県福岡市 不詳 士 高7.5 幅4.8 l点 J-6-23 印「宮崎宮J 2001P1035 
宮崎宮 奥5.6
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寄贈資料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

1036 土鈴博多 現代 福岡県福岡市 不詳 土 局7.8 I幅4.6 l点 1-4-30 2001P1036 
祇園山笠 奥7.5

1037 土鈴鳩 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高3.7 幅4.9 l点 J-3・31 刻字「宮崎八幡宮」 2001P1037 
宮崎宮 奥3.3

1038 土 鈴扇 額 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高6.6 幅4.2 l点 1-3-44 r敵国降伏J 刻字 2001P1038 
「敵国降伏」 宮崎宮 奥3.1 「宮崎宮J

1039 小 絵馬 措 現代 福岡県福岡市 不詳 木 高9.4幅 l点 A-6-1・22 r開運招福昭和 2001P1039 
櫛田神社 14.6 五十八年美亥歳博多総鎮

守櫛岡神社J

1040 小絵馬歩 現代 福岡県福岡市 不詳 木 高10.9 幅 l点 A-6-1・32 r県無形文化財 2001P1040 
射祭 17.6 歩射祭J印「志賀海神社j

1041 博多小絵馬 現代 福岡県福岡市 不詳 木 高7.9 幅 l点 A-6-1-18 印「博多小絵馬j 2001P1041 
にわか達磨 11.8 

1042 博多小絵馬 現代 福岡県福岡市 不詳 木 高7.7 幅 l点 A-6・1-36 印「博多小絵馬」 2001P1042 
猪 12.2 

1043 木彫り人形 現代 福岡県福岡市 不詳 木 高6.2 幅3.5 l点 N-1 印「宮崎宮J 2001P1043 
鶏 宮崎宮 長7.6

1044 木彫り人形 現代 福岡県福岡市 不詳 木 高4.5 幅5.1 l点 F-3-4焼印「宮崎宮J 2001P1044 
蛇 宮崎宮 奥8.3

1045 驚 現代 福岡県福岡市 不詳 木 高7.4 幅6.2 l点 0-4-1-21 印「住吉宮j 2001P1045 
住吉神社 奥4.4

1046 鷺 現代 福岡県福岡市 不詳 木 高6.9 幅5.1 l点 0-4-1-7 印「水鏡天満宮j 2001P1046 
水鏡天満宮 奥3.3

1047 博多張り子 現代 福岡県福岡市 不詳 張り子 高12.5 幅 l点 C-2-2-5 鉛筆書「博多だる 2001P1047 
達磨 8.4奥8.6 まJ

1048 姫達磨 現代 福岡県福岡市 不詳 張り子 高12.2 幅 l点 B-2・1-2 鉛筆書「ハカタJ 2001P1048 
8.5 奥8.6

1049 博多チャン 現代 福岡県福岡市 不詳 ガラス 長13.2 径 l点 E-4-1-3 2001P1049 
ポン 宮崎宮 6.5 

1050 古型博多人 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高13.5 幅 l点 B-3-2-12 2001P1050 
形笹野才 7.0 奥5.0
蔵

1051 古型博多人 現代 福岡県福岡市 中ノ子勝美 土 高11.0 幅 l点 B-3・1-9 「古型博多子供 2001P1051 
形子供恵 9.2 奥3.3 恵比須中ノ子勝美j 刻印
比須

1052 古型博多人 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高13.3 幅 l点 B-3-1-19 刻印「ユウジ」 色 2001P1052 
形泥鮪掬 10.3 奥4.5 鉛筆書「古型博多土人形J
L 、

1053 古型博多人 現代 福岡県福岡市 中ノ子勝美 土 高5.6 長 l点 B-3-1-15 r這々 古型博多 2001P1053 
形 這 々 12.6 幅5.0 中ノ子勝美」

1054 土鈴太鼓 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高6.3 幅4.3 l点 B圃5-2-22 r櫛白神社J 2001PI054 
乗り猪 櫛田神社 奥4.2

1055 木彫り人形 現代 福岡県福岡市 不詳 土 高5.0 幅4.9 l点 B-1-2-15 印「宮崎宮J 2001P1055 
赤子 宮崎宮 奥4.9

可
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寄贈資料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

1056 博多人形 現代 福岡県福岡市 不詳 陶器 同15.3 幅 l点 E-5-1-2 刻字「輿次郎Jぺン 2001P1056 
猿回し 5.7 奥4.5 書「博多」

1057 博多人形 現代 福岡県福岡市 井上清助カ通 陶器 高14.0 幅 l点 E-5・1-11 刻印 r~ リ 2001P1057 
博多美人 4.2 奥3.0

1058 土鈴不動 現代 福岡県久留米 不詳 土 高10.2 幅 l点 J-3-18 貼紙「九州成田山J
明王 市久留米成 6.4奥4.8

田山

1059 直方達磨 現代 福岡県直方市 不詳 張り子 高9.7 幅8.6 l点 C-2-2-6 ぺン書「直方だる 2001P1059 
奥8.2 まj

1060 ありあけ福 現代 福岡県柳川市 不詳 ハリセ 高6目O幅6.4 l点 A-3-1-5 r柳川IJ 2001P1060 
ちょうちん ンボン 長7.1

1061 パタパタ 現代 福岡県甘木市 田中清古堂 紙、竹 本体:高21.0 l点 E-1-2-3 貼紙「筑前甘木名 200lP1061 
幅9.8 厚1.2 物豆太鼓田中清古堂J
台.高4.5 径
7.4 

1062 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 士 高19.0 幅 l点 0-2-1-26 2001P1062 
形おこそ 9.1 奥7.3
頭巾

1063 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高3.9長 l点 0-2-1-10 2001P1063 
形臥牛 10.0 幅5.0

1064 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高12.1 幅 l点 0-2-1-18 2001P1064 
形熊金 10.3 奥8.0

1065 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 士 高6.7 幅7.6 l点 0-2-1-19 2001P1065 
形恵比須 奥4.7
大黒

1066 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高8.1 幅広l l点 0-2-1-2 参照写真『郷土玩 2001P1066 
形狐義太 奥3.9 具辞典~ P8 r狐義太夫J
夫

1067 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高7.0 長 l点 0-2-1-3 2001P1067 
形 鯉 乗 り 13.8 幅4.0
猿

1068 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高15.2 幅 l点 D・2-1-12 ぺン書「赤坂人形 2001P1068 
形笹野才 9.5 奥3.5 笹野才蔵 4.2.8.10 珍太宰
蔵 府J

1069 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高11.4 幅 l点 0-2-1-25 2001P1069 
形二番史 7.8 奥6.5

1070 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高9.9 幅6.9 l点 0-2-1-17 2001P1070 
形獅子冠 奥6.3
り

1071 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高9.3 幅5.2 l点 0-2-1-23 2001P1071 
形招き猫 奥5.5

1072 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 長12.7 幅 1 )点 0-2-1-11 2001PI072 
形太鼓 6.9 厚2.5

1073 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高13.6 幅 l点 D・2-1-16 2001P1073 
形大黒 9.2 奥7.4

1074 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高10.0 幅 l点 D・1・2・9 2001P1074 
形 天神 8.8 奥4.2
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寄贈資料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法 量 員数 自精 考 備品番号

1075 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 士 高7.8 幅3.9 l点 0-2・1・21 値札「￥120J 2001PI075 
形土箇 長11.2
犬笛

1076 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高9.3 幅9.7 l点 0-2-1-7 2001PI076 
形土笛 奥2.7
鯉乗り恵比
須

1077 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 長12.0 幅 l 点 0-2-1-6 2001PI077 
形土箇 4.6 厚3.0
相合い傘

1078 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 士 長10.5 幅 l点 0-2-1-8 2001P1078 
形土箇 6.0 厚5.4
鳩

1079 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 長10.0 幅 l点 0-2-1-9 2001P1079 
形土筒 4.4厚3.8
兵隊

1080 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 長15.0 幅 l点 0-2-1-5 2001PI0801 
形土筒 5.0 厚3.5
兵隊

1081 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 長13.5 幅 l点 0-2-1-15 2001P1081 
形土笛 6.2 厚3.4
法螺貝箇

1082 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高6.4幅6.3 l点 0-2-1-22 2001PI082 
形土筒 長9.2
巣

1083 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高4.0 幅4.3 l点 R-1 2001PI083 
形土筒 長9.7
鷺

1084 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高7.0 長 l点 0-2-1-13 値札「￥100J 2001PI084 
形馬 10.6 幅3.8

1085 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高10.3 長 l点 0-2-1-14 2001PI085 
形馬乗り 10.3 幅3.9
鎮台

1086 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高11.0 幅 l点 D・2-1-20 鉛筆書「万才J 200lPI086 
形万歳 5.5 奥3.9

1087 赤坂の土人 現代 福岡県筑後市 野口文蔵ヵ 土 高8.9 幅6.2 l点 0-2-1-24 2001PI087 
形持強 奥4目6

1088 小郡の土人 現代 福岡県小郡市 不詳 土 高7.7 幅7.8 l点 G-4-2-5 鉛筆書「小群J 200lPI088I 
形土鈴 奥3.3
羊

1089 小郡の土人 現代 福岡県小郡市 森山天鈴 土 高6.3 長9.2 l点 Dふ2-6 ペン書「小郡土人 2001PI089 
形馬 幅3.2 形J

1090 土鈴杏葉 現代 福岡県宗像市 不詳 土 高8.7幅6.0 1 J点 jふ29 刻字「宗像大社杏 2001PI090 
付雲珠 宗像大社 奥3.5 葉付雲珠」

1091 紅梅土鈴 現代 福岡県太宰府 不詳 土 高6.7 幅5.9 l点 J-1-12 刻字「太宰府J 2001PI091 
市太宰府天 奥3.0
満宮

円
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寄贈資料 1.小森正也資料

番号 名称 時代 製作地 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

1092 天神ひな士 現代 福岡県太宰府 不詳 土 高5.2 幅5.8 l点 1-2・15 r太宰府天満宮開運 2001P1092 
鈴もうー 市太宰府天 奥4.7 守J 参照写真『土鈴lP76 
点、あるはず 満宮 「天神ひな土鈴J

1093 土人形天 現代 福岡県太宰府 不詳 土 本体.高12.3 1点 Dふ2-14 鉛筆書「官公様J 2001P1093 
神 市 幅9.7 奥6.8

台:高1.2 幅
8.9 奥6.9

1094 土人形天 現代 福岡県太宰府 不詳 土 高8.0 幅7.3 1;点 C-1-1-10 r太宰府天満宮開 2001P1094 
神 市太宰府天 奥5.5 運守J

満宮

1095 土鈴猿 現代 福岡県太宰府 不詳 土 高6.7幅5.1 l点 J-5-13 r太宰府天満宮」 2001P1095 
市太宰府天 奥4.7
満宮

1096 土鈴臥牛 現代 福岡県太宰府 不詳 土 高4.5 幅4.1 l点 Jふ26 刻字「太宰府j 2001P1096 
市太宰府天 長8.3
満宮

1097 土鈴鶏 現代 福岡県太宰府 不詳 土 高5.7 幅4.0 l点 J-6-34 r太宰府天満宮j 2001P1097 
市太宰府天 長5.8
満宮

1098 土鈴筆塚 現代 福岡県太宰府 不詳 土 高10.0 幅 l点 1-2-7 r筆塚n太宰府天満 2001P1098 
市太宰府天 13.5 奥4.3 宮」
満宮

1099 土鈴瓢箪 現代 福岡県太宰府 不詳 土 高6.8 幅5.2 1点 J-6-18 r太宰府天満宮J 2001P1099 
馬 市太宰府天 奥4.7

満宮

1100 土鈴鈴乗 現代 福岡県太宰府 不詳 土 高6.0 幅6.1 l点 J-5-6 r太宰府J 2001P1100 
り犬 市 奥4.5

1101 土鈴鴛 現代 福岡県太宰府 不詳 土 高7.0 幅5.1 l点 J-4-20 刻字「太宰府J 2001P1101 
市 奥5.0

1102 土鈴鷲 現代 福岡県太宰府 不詳 土 高5.4 幅3.5 l点 J-8-41 「天満宮太宰府J 2001P1102 
市太宰府天 奥4.1
満宮

1103 白梅土鈴 現代 福岡県太宰府 不詳 土 径4.4厚2.5 し点 1-4-37 刻字「太宰府J 参照 2001P1103 
市太宰府天 写真『土鈴.1P76r白梅土鈴J
満宮

1104 白梅土鈴 現代 福岡県太宰府 不詳 土 高7.0 幅6.6 l点 J-2-11 刻字「太宰府j 2001P1104 
市太宰府天 奥2.8
満宮

1105 小絵馬馬 現代 福岡県太宰府 不詳 木 高11.5 幅 l点 D-3-2-2 印「関連招福n太宰 2001P1105 
市大宰府天 17.7 厚0.9 府天満宮社務所印」
満宮

1106 鴛 現代 福岡県太宰府 不詳 木 高5.9 幅7.3 l点 D-4-1・15 焼印「天満宮J 200lPII06 
市太宰府天 奥4.6
満宮

1107 鴛 現代 福岡県太宰府 不詳 木 高6.0 幅7.4 l点 D斗 1-5 印「太宰府」 2001P1107 
市太宰府天 奥5.0
満宮

A
守

司
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1108 鬼すベ団扇 現代 福岡県太宰府 不詳 紙、葦 両16.5 幅 l点 1-6-46 r除災招福n大宰府 2001P1108 
市 5.6 名物n鬼は外福は内n口口

口うちわj

1109 宝満雛 現代 福岡県太宰府 不詳 布、紙 高8.8 幅6.0 1 )点 C-1・1・18 貼紙「宝満雛n宝 2001P1109 
市竃門神社 満宮竃門神社J

1110 土鈴神鳩 現代 福岡県糟屋郡 不詳 土 高3.5 I~国4.4 l点 |ふ14 刻字「宇美八幡宮」 2001P1110 
鈴 字美町宇美 奥村

八幡宮

1111 土鈴神鳩 現代 福岡県糟屋郡 不詳 土 高3.9 I~国4.8 l点 1-1-17 刻字「宇美八幡宮」 2001P1111 
鈴 宇美町宇美 奥4.4

八幡宮

1112 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高8.7 幅7.4 l点 B-1-2-17 貼紙「宮地獄j 2001Pll12 
人形宗像 津屋崎町 奥3.0
三神

1113 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高7.7 I踊 l点 B-3-1-10 値札口OOJ 鉛筆 2001Pll13 
人形鯛乗 津屋崎町 11.3 奥3.7 書「津ヤ崎」
り童子

1114 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高7.6 I隔4.1 l点 C-4-1-15 ぺン書「ツヤザキ 2001Pll14 
人形天神 津屋崎町 奥3.5 天神j

1115 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高6.6 幅4.2 l点 1-3-38 ぺン書「ツヤザキ土 2001Pll15 
人形土鈴 津屋崎町 長5.1 人形j

鶏

1116 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 士 高7.0 幅4.9 l点 1-3-43 鉛筆書「ツヤザキJ 2001Pll16 
人形土鈴 津屋崎町 長6.5 刻印
鶏

1117 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高4.8 I隔3.5 l点 J-7 -10 ぺン書「ツヤザキJ 2001Pll17 
人形土鈴 津屋崎町 長7.1
犬

1118 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高6.3 幅4.8 l点 J-6-30 赤ぺン書「ツヤザキ 2001Pll18 
人形土鈴 津屋崎町 長7.1 54.6.1J 
犬

1119 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高9.1 I隔5.0 l点 |ふ27 鉛筆書「ツヤザキJ 2001Pll19 
人形土鈴 津屋崎町 奥5目5
御幣持ち猿

1120 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高5.8 I陥3.5 l点 J-8・16 赤鉛筆書「ツヤザキ」 2001Pl120 
人形土鈴 津屋崎町 奥3目4
松茸おかめ

1121 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高8.5 幅6.1 l点 j・6・41 赤ぺン書「ツヤザキ 2001Pl121 
人形土鈴 津屋崎町 長11.6 54.6目1J 
埴輪馬

1122 津屋崎の士 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高3.7 幅3.4 l点 J・4-7 赤鉛筆書「ツヤザキJ 2001Pl122 
人形土鈴 津屋崎町 奥4.9 刻印
雀

1123 津屋崎の士 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高7.0 幅4目8 l点 J-2・2 ぺン書「ツヤザキj 2001Pl123 
人形土鈴 津屋崎町 奥4.6
太鼓乗り虎

1124 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高7.4 幅5.3 l点 J-6-27 赤鉛筆書「津ヤ崎 2001Pl124 
人形土鈴 津屋崎町 奥5.7 54.3.17J 
天狗
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1125 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 男雛:局6.2 l組 C・3-1-21 ぺン書「ツヤザキJ2001P1125 
人形内裏 津屋崎町 |隔8.3 奥5.6 2点
雛 女雛:高4.7

幅8.3 奥5.5

1126 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高7.5 長 l点 Dふ2-5 ぺン書「津屋崎土人 2001P1126 
人 形馬 津屋崎町 11.1幅4.7 形J

1127 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高12.5 幅 1)点 D-3・2・3 鉛筆書「ツヤザキj 2001P1127 
人形馬乗 津屋崎町 8.9 奥4.2
り鎮台

1128 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高4.0 幅2.9 l点 J-8-31 ぺン書「ツヤザキJ 2001PI128 
人形這子 津屋崎町 長5.7

1129 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高5.0 幅4.7 l点 1-5-10 ぺン書「ツヤザキ鳩 2001PI129 
人形鳩笛 津屋崎町 長8.4 笛J

1130 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高9.3 幅9.3 I点 C-4-1-11 赤鉛筆書「津屋崎 2001P1130 
人形蛤乗 津屋崎町 奥7.3 54.3.17.J 
り

1131 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高9.4 幅 1)点 Aふ1-14 鉛筆書「ツヤザキj 200lP1131 
人形面持 津屋崎町 10.4 奥4.9 r42.8.6.J 
ち童子

1132 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高4.8 幅6.1 l点 1-3-40 ぺン書「ツヤザキj 200lP1132 
人形泉笛 津屋崎町 長8.5

1133 津屋崎の士 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高5.5 幅5.0 l点 1-1・15 ぺン書fツヤザキ」 2001P1133 
人形鴛笛 津屋崎町 長8.3 鉛筆書「ウソ筒 80-J 

1134 土鈴蛸 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高7.2 幅4.5 l点 1-5-15 鉛筆書「ツヤザキJ 2001PI134 
津屋崎町 奥4.3

1135 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高7.4幅5.5 l点 8-1-2-16 ぺン書「ツヤザキJ2001P1135 
人形宗像 津屋崎町 奥2.5
=神

1136 津屋崎の士 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高6.3 長6.8 l点 Dふ1-8 赤鉛筆書「ツヤザキ 2001P1136 
人 形馬 津屋崎町 幅2.6 54.7.17.J 

1137 津屋崎の土 現代 福岡県宗像郡 不詳 土 高15.6 幅 l点 8-3-1-17 鉛筆書「ツヤザキ」 2001P1137 
人形福助 津屋崎町 7.7 奥5.6 r 42.8.6.J 
負いおかめ

1138 土鈴杏葉 現代 福岡県遠賀郡 不詳 土 高9.9 幅7.0 l点 |ふ30 刻字「宗像大社J 刻 200lPI138 
付雲珠 芦屋町 奥4.7 印「高済J

1139 土鈴猿 現代 福岡県遠賀郡 高橋済 土 高6.0 幅4.7 1 )点 Jふ20 刻印「高済j 鉛筆書 2001P1139 
芦屋町 奥5.2 「アシヤ」

1140 八朔馬 現代 福岡県遠賀郡 不詳 藁、紙 高21.7 幅 l点 Gふ1・1 幡に「徳川家康J 2001PI140 
芦屋町 4.2 長12.3

1141 八朔馬人形 現代 福岡県遠賀郡 不詳 藁、紙 高12.7幅 1 )点 E-1・1・1 幡に「小笠原忠真」 200lP1141 
芦屋町 5.5 長9.0 台に「筑前芦屋八朔馬J

1142 吉井のきじ 現代 福岡県浮羽郡 不詳 木 高3.1 幅3.3 l点 A-3-1-4 参照写真『九州の 2001PI142 
車 吉井町 長12.2 郷土玩具.1p66r吉井のきじ

車j

1143 小絵馬勧 現代 福岡県浮羽郡 不詳 士、木 高11.6 幅 l点 D-4-1・10 貼紙「勧進帳Jr義 2001PI143 
進帳 吉井町 16.2 厚3.5 経Jr弁慶Jf福岡吉井J

円。
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1144 天馬 現代 福岡県浮羽郡 不詳 藁 両12.5 幅 l点 N-7 参照写真『九州の郷土 2001P1144 
吉井町 7.8 長13.4 玩具~ p146r天馬J

1145 瀬高の雄車 現代 福岡県山門郡 不詳 木 雄:高4.0 幅 l組 G-2-2-8 G-2-2-9 2001P1145 
瀬高町清水 5.0 長9.5 2点
観音 雌:高4.0 幅

4.6 長9.5

1146 英彦山ガラ 現代 福岡県田川郡 不詳 土 高11.5 幅 l組 J-5-40 2001P1146 
ガラ 添田町英彦 7.0 奥4.5 5点

山神宮

1147 英彦山天狗 現代 福岡県田川郡 不詳 土 高5.6 I隔6.6 l点 1-4-22 刻字「英彦山J 参照 2001P1147 
土鈴 添田町 奥6.0 写真『土鈴~ P77r天狗土鈴J

1148 五重塔鈴 現代 佐賀県 不詳 士 高6.7 幅3.6 l点 1-6-5 鉛筆書[サガ五重塔 2001P1148 
奥3.5 鈴j

1149 土人形馬 現代 佐賀県 不詳 土 高6.3 幅3.4 l点 J-4-30 鉛筆書「サガ神午J2001P1149 
奥7.2

1150 土鈴虎 現代 佐賀県 不詳 土 高4.1 I隔3.1 l点 Jふ3 鉛筆書「サガJ 2001P1150 
奥5.8

1151 土鈴三猿 現代 佐賀県 不詳 土 高4.9 I隔4.4 i点 J-6-11 「サガ楢山J 2001P1151 
奥4.2

1152 土鈴親子 現代 佐賀県 不詳 土 高5.2 幅4.2 l点 J-3・35 鉛筆書「親子酉サ 2001P1152 
鶏 奥5.1 ガj

1153 土鈴雀 現代 佐賀県 不詳 土 高3.5 幅4.8 l点 J-3-37 ぺン書「サガJ 2001P1153 
奥6.6

1154 土鈴 張 り 現代 佐賀県 不詳 土 高4.1 I隔3.2 l点 1-5・4 鉛筆書「サガハリコ 2001P1154 
子の虎 奥5.4 虎j

1155 土 鈴馬 現代 佐賀県 不詳 土 高4.5 I隔6.9 l点 Jふ14 赤ぺン書「サガ福 2001P1155 
奥3.4 午 58.2.12J

1156 土鈴鳩 現代 佐賀県 不詳 土 高4.5 幅3.9 l点 J-4-9 鉛筆書「サガJ 2001P1156 
奥5.6

1157 土鈴福鶏 現代 佐賀県 不詳 士 高4.3 幅3.1 l点 J-4-11 鉛筆書「サガ福酉J2001P1157 
奥4.7

1158 土鈴福犬 現代 佐賀県 不詳 土 高3.1 I隔3.1 l点 J-8-33 鉛筆書「福犬サガJ2001 P1l58 
長5.2

1159 土鈴宝子 現代 佐賀県 不詳 土 高4.6 I隔7.1 l点 Jふ16 鉛筆書「サガ宝子J2001P1159 
奥4.1

1160 土鈴北野 現代 佐賀県 不詳 土 高3.6 I隔3.5 l点 J-8-20 鉛筆書「サガ北野 2001P1160 
牛 長7.3 牛j

1161 土鈴名護 現代 佐賀県 不詳 土 高5.8 幅5.2 l点 Jふ22 r名護屋城肱n太閤 200lPI161 
屋城E止碑 奥3.3 が脱みし口の処より 周斗j

1162 土鈴鰍 現代 佐賀県 不詳 土 高7.0 幅4.2 l点 1-5-6 鉛筆書「シャチサ 200lPI162 
奥6.3 ガ」

1163 土人形牛 現代 佐賀県 不詳 土 高2.1 長4.4 l点 体2-1-5 鉛筆書「小牛サ 200lPI163 
幅2.3 ガJJ

1164 土 人形馬 現代 佐賀県 不詳 土 高6.2 長7.3 l点 D-3-2-7 鉛筆書「サガ神 200lPI164 
幅3.3 午j
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1165 土鈴俵子 現代 佐賀県 不詳 土 高3.5 長4.8 l点 G-5-2-6 鉛筆書「サガ俵 2001P1165 
幅3.1 子j

1166 菱人形か 現代 佐賀県 不詳 菱の実、 高4.7 幅5.0 l点 ι1・1・2 印「かご付御供 2001P1166 
ご付御供先 木 長16.2 先日実用新案特許登録第

446910号n郷土芸術佐賀土
産菱人形祐美堂n友猪j

1167 土人形唐 現代 佐賀県唐津市 不詳 土 赤獅子:高5.8 1組 0-4-1-18 0斗 1-170-4-1-26 2001P1167 
津曳山 幅4.5 奥3.9 14点 0-4-1・290-4-1-8 0-4-1-13 

青獅子:高5.6 0-4-1-23 0-4-1-16 0斗 1-14
幅4.7 奥3.8 0-4-1-19 0-4-1-20 0-4-1-25 
亀と浦島太 0-4-1-28 0-4-1-12 
郎:高5.3 幅
2.5 奥4.4
源義経の児:
高5.1幅4.0
奥3.4
鯛:高6.5 幅
2.9 奥4.3
鳳風丸:高4.4
幅2.3 奥4.4
飛龍:高4.4
幅2.4奥4.5
金獅子:高5.7
幅4.5 奥3.7
武田信玄の
児:高4.9 幅
3.9 奥3.3
上杉謙信の
兜:高5.5 幅
3.3 奥3.2
酒呑童子と
源頼光の児:
高4.4幅3.7
奥3.1
珠取獅子:高
5.8 幅2.4
奥4.0
蹴:高5.9 幅
2.8 奥3.8
七宝丸:高4.6
幅2.3 奥4.3

1168 唐津曳山 現代 佐賀県唐津市 不詳 石膏、 1点 P-1 「飛龍弘化三年新 2001P1168 
飛龍 木ほか 町J

1169 唐津曳山 現代 佐賀県唐津市 不詳 石膏、 l点 P-2 r鳳風丸弘化三年 2001P1169 
鳳風丸 木ほか 大石町J

1170 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 江口人形庖 土 高11.2 幅 l点 ら3-1-13 刻印「江口口口口j 2001P1170 
形子供相 5.8 奥3.5 ベン書『弓野子供角力と
撲取り りJ

1171 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 不詳 土 高6.7 幅4.5 l点 H-2-2-8 2001Pll71 
形土笛 長9.1
かちがらす

1172 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 不詳 土 高4.4幅4.2 l点 H-1-2-6 鉛筆書「弓野人形 2001Pl172 
形土箇 長8.4 鳩笛J
鳩

1173 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 不詳 土 高9.6 幅8.2 l点 0-4-2-10 刻印「江口口口口J2001P1173 
形馬乗り 奥3.6 ベン書f馬乗童子J
童子
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1174 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 江口人形庖 土 高12.5 幅 l点 8-1・1・10 刻印「弓野人形 2001P1l74 
形羽子板 5.0 奥3.8 江口J シール「弓野人形元

祖佐賀県・江口人形庖謹
製・武雄市J ぺン書「羽子
板J

1175 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 古瀬与=郎 土 高11.0 長 l点 Gふ1-7 印「与二郎作J 赤 2001P1175 
形鶏乗り 8.8 幅5.5 ぺン書「弓ノj

童子

1176 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 江口人形庖 土 高13.7 幅 l点 8-1-1-4 刻印「江口Jr江口口 2001P1176 
形権兵衛 5.6 奥3.2 口口」

1177 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 紅白人形庖 土 高12.5 幅 l点 ら1・1・8 刻印「江口口口口J 2001PII77 
形 子抱き 5.3 奥3.5 ベン書「子抱J

1178 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 不詳 土 高13.2 幅 l点 8-1-1-12 鉛筆書「弓野人形 2001P1178 
形長太郎 4.2 奥2.8 長太郎J

1179 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 江口人形庖 土 高10.2 幅 l点 8-1・1・1 刻印「弓野人形江 2001P1179 
形読書 6.2 奥5.2 口作j シール「弓野人形元

祖佐賀県・江口人形広謹
製・武雄市J

1180 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 不詳 士 高11.3 幅 l点 んι2-12 2001P1180 
形日の丸 5.0 奥3.4
軍人

1181 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 古瀬与三郎 土 高18.3 長 l点 D-5-2-12 印「与三郎J 2001P1181 
形 馬 17.6 幅5.3

1182 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 江口人形脂 土 高8.3 幅 l点 8-1-1-3 刻印f弓野人形江 2001P1182 
形布袋 11.5 奥7.0 口作J シール「弓野人形元

祖佐賀県・江口人形宿謹
製・武雄市」

1183 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 江口人形庖 士 高10.0 幅 l点 A・4-2・8 刻印「弓野人形江 2001P1183 
形福助 8.6 奥7.5 口作j シール「弓野人形元

祖 佐賀県・江口人形応謹
製・武雄市J ぺン書fフクス
ケj

1184 弓野の土人 現代 佐賀県武雄市 江口人形庖 土 高9.0 幅4.8 l点 A-4-2-10 シール「弓野人形 2001P1184 
形福助 奥4.4 元祖佐賀県・江口人形庖謹

製・武雄市J ぺン書f踊福
助j

1185 土鈴カチ 現代 佐賀県鹿島市 不詳 土 高5.0 幅7.1 1点 J-5-11 刻印「のごみ人形J 2001P1185 
ガラス 奥4.2

1186 能古見の土 現代 佐賀県鹿島市 不詳 士 高7.6 長6.9 l点 0・3-1-6 刻印「のごみ人形J 2001Pl186 
人形稲荷 幅2.9 青鉛筆書fユウトク イナリ
駒 コマJ

Q
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1187 能古見の土 現代 佐賀県鹿島市 不詳 土 鼠:局4.6 幅 l組 J-7 -6 J-7 -5 1-8-9 1-6-13 1-8- 2001P1187 
人形十二 4.2 長6.9 11点 36 J・7・29J・7-4J-7-31 1-8-
支士鈴虎 牛:高4.3 幅 32 1-3-30 J-8-13 全てに刻
ノι-、・ 4.0 長6.9 印「のごみ人形j 牛に鉛筆

兎:高7.0 幅 書r160J 馬に鉛筆書「ノゴ
5.3 奥4.3 ミ土人形 うま鈴j 猿に鉛
龍:高6.8幅 筆書r180J 犬に鉛筆書fの
3.9 奥5.8 ごみ いぬ鈴J 猪に鉛筆書
蛇.高6.9 幅 r160J 
5.0 奥5.0
馬:高6.3 幅
4.6 奥4.1
羊:高5.2 幅

3.9 長6.0
強:高6.6 幅
4.1 奥4.6
鶏:高6.2 幅

6.0 奥4.0
犬:高5.1 幅

3.8 長6.1
猪:高4.3 幅

3.4長6.5

1188 能古見の土 現代 佐賀県鹿島市 不詳 土 高11.0 幅 l点 C-1-1-2 ぺン書「能古見土人 2001P1188 
人形天神 7.8 奥4.2 形ツヤザキ のごみ天神J

刻印「のごみ人形j

1189 能古見の土 現代 佐賀県鹿島市 不詳 土 高14.8 幅 l点 C-1-1-7 ぺン書「能古見天 2001P1189 
人形天神 13.0 奥6.5 神j

1190 能古見の土 現代 佐賀県鹿島市 不詳 土 高7.0 幅6.0 l点 C-1-1-4ぺン書「のごみて 2001P1190 
人形天神 奥3.0 んじんJ

1191 能古見の土 現代 佐賀県鹿島市 不詳 士 高3.5 長6.5 l点 C-1-1-5 刻印「のごみ人形j 2001P1191 
人形浮立 幅4.3 鉛筆書「能古見J
面

1192 能古見の土 現代 佐賀県鹿島市 不詳 土 高13.2 幅 l点 G-3-2-7 刻印「のごみ人形J 2001P1192 
人形面浮 7.2 奥5.8
立

1193 尾崎の土人 現代 佐賀県神埼郡 不詳 土 高10.4幅 l点 B-5・1・16 鉛筆書「尾崎J 2001P1193 
形猿=番 神埼町 5.2 奥4.9
史

1194 尾崎の土人 現代 佐賀県神埼郡 不詳 士 高11.3 幅 l点 Bふ1-8 ぺン書「尾崎土人 2001P1194 
形丸髭 神埼町 11.0 奥6.3 形J

1195 尾崎の土人 現代 佐賀県神埼郡 不詳 土 高5.5 幅7.2 l点 B-5・1-11 ぺン書「尾崎J 2001P1195 
形扇持ち 神埼町 奥3.6

1196 尾崎の土人 現代 佐賀県神崎郡 不詳 土 高4.5 幅2.5 l点 B-5・1・12 ぺン書「オザキJ 2001P1196 
形提灯持 神埼町 奥2.6
ち

1197 尾崎の土人 現代 佐賀県神埼郡 不詳 土 長12.3 幅 l点 B-3-1-2 2001P1197 
形土箇 神埼町 3.6 厚3.2
子抱き

1198 尾崎の土人 現代 佐賀県神埼郡 不詳 土 高3.8 幅4.0 l点 H-1-2-11 ぺン書「尾崎雀J 2001P1198 
形土笛 神埼町 長7.9
雀
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1199 尾崎の土人 現代 佐賀県神埼郡 不詳 土 高11.0幅 l点 J-5-42 ぺン書「尾崎」 2001P1199 
形土笛 神埼町 7.1 長13.0
鳩

1200 尾崎の土人 現代 佐賀県神埼郡 不詳 土 高6.4 幅3.5 l点 H-2-2・4 刻印「尾崎人形j 2001P1200 
形土笛 神埼町 長8.0 ぺン書「ハトj

鳩

1201 尾崎の土人 現代 佐賀県神埼郡 不詳 土 高11.5[幅 l点 8-1-2-18 鉛筆書「尾崎J 2001P1201 
形堂内天 神埼町 7.2 奥3.7
神

1202 尾崎の土人 現代 佐賀県神埼郡 不詳 土 高11.8幅 l点 8-1-2-20 鉛筆書「堂内天神J2001P1202 
形堂内天 神埼町 7.1 奥3.9
神

1203 尾崎の土人 現代 佐賀県神埼郡 不詳 土 高10.8 幅 l点 1-5-32 赤鉛筆書「堂内天神 2001P1203 
形堂内天 神埼町 7.7 奥3.4 尾崎J参照写真『土鈴』
神鈴 P79r堂内天神鈴J

1204 尾崎の土人 現代 佐賀県神埼郡 不詳 土 高16.5 幅 l点 8-1-1-18 刻印「尾崎人形」 2001P1204 
形鰻頭喰 神埼町 6.7 奥6.5 ペン書「オザキJ
L 、

1205 尾崎の土人 現代 佐賀県神崎郡 不祥 土 長12.2 幅 1点 8-1-1-11 2001P1205 
形兵隊 神埼町 4.0 厚2.5

1206 尾崎の土人 現代 佐賀県神埼郡 不詳 土 高15.6 幅 l点 8-1-1-17 刻印「尾崎人形J 2001P1206 
形立娘 神埼町 8.6 奥5.1 鉛筆書「尾崎人形立娘j

1207 土鈴犬乗 現代 佐賀県三養基 不詳 土 高6.7 幅4.5 l点 Jふ31 刻印「正J 印「つつ 2001P1207 
り童子 郡基山町大 長7.5 じ寺大奥善寺j

興善寺

1208 土鈴大興 現代 佐賀県三養基 不詳 土 高8.7 幅9.2 l点 J-6-42 rうつし世に浄土あ 2001P1208 
善寺 郡基山町大 奥3.5 りけりつつじ寺基山つ

興善寺 つじ寺大興善寺J

1209 杵島山人形 現代 佐賀県杵島郡 不詳 木 高19.0 幅 l 点 G-1-1-3 印「カチカチ車 BJ 2001P1209 
カチカチ車 北方町 9.2 長20.7 「きしまやま一万彫J

1210 杵島山人形 現代 佐賀県杵島郡 不詳 木 高8.7 幅4.5 l点 G-1-1-4 印「カチカチ車 EJ 2001P1210 
カチカチ車 北方町 長10.8 惜しまやま一万彫J
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1211 杵島山人形 現代 佐賀県杵島郡 不詳 木 鼠:両3.8 幅 l組 A-5-1-24 A-5-1-23 A-5-1-20 2001P1211 
きしまやま 北方町 2.7長5.2 12点 A-5-1-27 A-4-1-11 A-5-1-32 
十二支 牛:高3.2 幅 ん4-1-12A-5-1-26 A-5-1-28 

4.5 長7.0 A-4-1-16ん5-1-29A-4-1-15 
虎.高5.1 幅 印「きしまやま十二支」
3.4長9.4 各々 「ねJr牛Jr虎Jf兎Jf竜j

兎:高3.6 幅 「巳Jf馬Jf羊Jr猿Jr鶏Jr犬J
3.5 長4.7 「猪J
龍:高8.4 幅

2.5 奥2.7
蛇:高5.1 幅

3.8 奥3.2
馬:高9.0 幅

3.0 奥3.2
羊:高3.5 幅

5.2 長5.5
猿:高6.1 幅

5.4奥3.2
鶏:高5.0 幅

3.5 奥4.8
犬:高8.0 幅

2.6 奥2.6
猪:高3.5 幅

3.3 長6.3

1212 杵島山人形 現代 佐賀県杵島郡 不詳 木 高4.5 幅3.8 l点 A・4-1-17 印「きゃあつぐろj 2001P1212 
きゃあつぐ 北方町 長5.2 「きしまやま一万彫」
ろ

1213 杵島山人形 現代 佐賀県杵島郡 不詳 木 高9.3 幅6.2 l点 G-1-1-5 印「きゃあつぐろ 2001P1213 
きゃあつぐ 北方町 長12.2 DJfきしまやま一万彫J
ろ

1214 杵島山人形 現代 佐賀県杵島郡 不詳 木 高10.2 幅 l点 A-5-1-21 印「ごいさぎ大J 2001P1214 
ごいさぎ 北方町 4.3 奥5.0 「きしまやま一刀彫J

1215 杵島山人形 現代 佐賀県杵島郡 不詳 木 高6.7 幅3.5 l点 A-5-1-25 印「みみづく 中J 2001P1215 
みみずく 北方町 奥3目8 惜しまやま一万彫」

1216 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 小川索 土 高9.6 幅4.7 l点 A-1-2-11 ペン書「ズ、ツキャ 2001P1216 
形ズ、ッキ 奥4.0 ンキャン古賀J 参照写真
ャンキャン 『郷土玩具辞典.JP124 rズッ

キャンキャンJ

1217 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 小JII索 土 高18.4 幅 l点 A-3-2-1 印「古賀人形J 2001P1217 
形マリア 8.0 奥5.0
観音

1218 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 小川索 土 高17.3 幅 1 )点 A-3-2-5 2001P1218 
形阿茶さ 8.6 奥6.5
ん

1219 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 小川索 土 高21.3 幅 l点 ん3・2-2 参照写真『郷土玩 2001P1219 
形阿蘭陀 7.7奥6.8 具辞典.JP123 r和蘭陀さんJ
さん

1220 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 小川索 土 高7.9 幅5.7 l点 A-3-2-13 2001P1220 
形猿 奥5.3

1221 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 小川索 土 高10.5 幅 l点 A・3-2-6 2001P1221 
形鶏持ち 14.6 奥7.0
猿
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1222 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 小川索 土 両9.4 幅6.7 l点 A-3-2・12 鉛筆書「古賀人形J2001P1222 
形鶏抱き 奥6.0
童子

1223 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 不詳 土 高7.2 幅6.0 l点 E-3-2-6 鉛筆書「古賀j 2001P1223 
形犬 奥4.6

1224 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 小JII索 土 高14.8 幅 l点 ん3-2-10 2001P1224 
形 子 守 り 7.3 奥5.6

1225 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 小川索 土 高14.3 幅 l点 A-3-2-3 鉛筆書「コガ明治 2001P1225 
形女学生 8.7 奥5.0 女学生j

1226 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 小111索 土 高8.3 幅7.5 l点 Aふ2-7 鉛筆書「コガ太鼓 2001P1226 
形太鼓叩 奥5.0 叩きj

き

1227 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 小川索 土 高18.3 幅 l点 ん3-2-4 2001P1227 
形唐人 9.4 奥7.2

1228 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 小JII索 土 高11.4長 l点 A-3・2・14 参照写真『郷土玩 2001P1228 
形馬 12.5 幅6.3 具辞典.1P124 r馬J

1229 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 小JII索 土 高8.5 長9.6 l点 D-4-2-8 鉛筆書「古賀j 2001P1229 
形馬乗り 幅2.9
マリア

1230 古賀の土人 現代 長崎県長崎市 小111索 土 高14.2 幅 l点 A-3-2-9 鉛筆書「古賀角力 2001P1230 
形力士 9.3 奥6.6 取j

1231 土鈴唐獅 現代 長崎県長崎市 不詳 土 高6.0 幅7.6 l点 J-4-19 刻印「長崎福済禅 2001P1231 
子 奥5.1 寺j

1232 土鈴鰐口 現代 長崎県長崎市 不詳 土 高6.7 幅7.3 l点 J-4-14 刻字「関連矢上滝 2001P1232 
奥3.7 観音J

1233 鯨の潮吹き 現代 長崎県長崎市 中山善蔵 張り子 高5.7 幅4.2 l点 E-4-1-4 印「長崎中山善蔵 2001P1233 
長8.4 作j

1234 ハタ 現代 長崎県長崎市 森本ハタ屋 紙、竹 高23.5 幅 l点 C-3-2-1 印「凧長崎名産 2001P1234 
24.0 森本製j

1235 龍踊人形 現代 長崎県長崎市 不詳 紐、針 高8.8 幅 l点 E・4-1・5 r長崎龍踊」 2001P1235 
金ほか 12.5 奥5.3

1236 があたろう 現代 長崎県佐世保 山田嘉明 土 高7.0 幅5.2 l点 J・1-17 刻字「火の用心j 刻 2001P1236 
土鈴 市 奥5.4 印「康重」 参照写真『土鈴』

P83rがあたろう土鈴j

1237 ハタ土鈴 現代 長崎県佐世保 西安工芸 土 高8.1 幅8.1 l点 jふ23 rひきりょうj 2001P1237 
ひきりょう 市 奥5.1

1238 ハタ土鈴 現代 長崎県佐世保 西安工芸 土 高8.0 幅8.1 l点 Jふ28 刻字「長崎凧凧Jr:n 2001P1238 
小の字 市 奥5.2 [小の字」

1239 ノ、タ土鈴 現代 長崎県佐世保 西安工芸 土 高7.8 幅8.1 l点 Jふ25 印「長崎凧々 Jf色切 2001P1239 
色切餅 市 奥5.4 餅J

1240 ノ、タ土鈴 現代 長崎県佐世保 商安工芸 土 高7.9 幅8.0 l点 Jふ24 刻字「長崎凧凧」 印 2001P1240 
水に紅葉 市 奥5.0 r*，こ紅葉j

1241 ノ、タ土鈴 現代 長崎県佐世保 西安工芸 土 高8.0 幅8.2 l点 Jふ27 刻字「長崎凧凧J 印 2001P1241 
丹後縞 市 奥5.2 「丹後縞j

qu 
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1242 ノ、タ土鈴 現代 長崎県佐世保 西安工芸 土 筒8目O 幅8.1 l点 Jふ26 刻字「長崎凧凧J印 2001P1242 
波に千鳥 市 奥5.1 「波に千鳥J

1243 三つ玉土鈴 現代 長崎県佐世保 山田嘉明 土 高12.0 幅 1点 Jふ1札「火の用心火伏せ 2001P1243 
市 7.0 奥6.7 災難除け御祈願j

1244 鯛土鈴 現代 長崎県佐世保 山田嘉明 土 高7.3 幅7.4 l点 |ふ25 参照写真『土鈴』 2001P1244 
市 奥10.0 P83r鯛土鈴J

1245 土鈴鬼よ 現代 長崎県平戸市 不詳 土 高7.8 幅5.0 l点 J-4-25 r平戸J 2001P1245 
うちょう 奥2.7

1246 三川内焼 現代 長崎県平戸市 不詳 磁器 高11.3幅 l点 Bふ1-10 ぺン書I二川内 2001P1246 
オランダ万 9.4 奥5.0 玉川 オランダ万才j

歳

1247 三川内焼 現代 長崎県平戸市 不詳 磁器 高11.3幅 l点 1-4-31 ぺン書「平戸三川 2001P1247 
舌出し三番 5.0 奥5.6 内焼舌出し三番史J参照
史 写真『郷土玩具辞典~ P295 

「平戸の舌出し人形J

1248 むくりこく 現代 長崎県壱岐郡 不詳 木 男:高8.6 幅 l組 A-4-1-25 2001P1248 
り 郷ノ浦町 2.8 奥2.5 2点

女:高8.7 幅
2.6 奥2.7

1249 鬼凧 現代 長崎県壱岐郡 不詳 車氏 長30.3 幅 l点 C-3-1-2 2001P1249 
郷ノ浦町 17.0 

1250 男岳猿 現代 長崎県壱岐郡 不詳 土 雄猿:高7.2 l組 B-4-1-2 B-4-1-3 刻字「おん 2001P1250 
芦辺町 |隔5.1 奥5.3 2点 だけさるJ鉛筆書「壱岐

雌猿.高7.2 おんだけ猿」
幅4.1 奥4.7

1251 男岳猿鈴 現代 長崎県壱岐郡 不詳 土 各.高3.6 幅 l組 |ふ19 刻印「男n岳n積j 2001P1251 
芦辺町 2.7 奥2.9 3点 参照写真『九州の郷土玩具』

P12 r男岳猿鈴J

1252 男岳猿鈴 現代 長崎県壱岐郡 不詳 土 各:高3.9 幅 l組 J-6-6 刻印「男n猿n岳」 2001P1252 
芦辺町 2.7 奥3.0 3点 札「大分まりんばれすJ参

照写真『九州|の郷土玩具』
P12 r男岳猿鈴J

1253 カジカ鈴 現代 長崎県壱岐郡 不詳 土 高3.2 幅4.0 1 )点 J-5-25 r壱岐J 2001P1253 
長7.8

1254 土人形阿 現代 熊本県 不詳 土 高3.3 長6.1 l点 G-5-2-7 rあそj 2001P1254 
蘇牛 幅2.9

1255 土人形阿 現代 熊本県 不詳 土 高7.3 幅5.0 l点 G-5・2・13 rあそ」 2001P1255 
蘇牛 奥5.0

1256 土人形虎 現代 熊本県 不詳 土 高7.0 幅 l点 A-4-2-16 rあそ とら舞J 2001P1256 
舞 11.0奥4.5

1257 土鈴五木 現代 熊本県 不詳 土 高7.1 幅4.4 l点 J-1・18 r五木の子守歌n熊 2001P1257 
の子守鈴 奥3.7 本n五木の子守歌おどま

盆ぎり盆ぎり 盆からさき
やおらんと 盆がはよくり
や はよもどるJ

1258 土鈴仁王 現代 熊本県 不詳 土 高8.8 幅7.8 l点 J-2-18 rあ そ 魔 除J 2001P1258 
鈴 奥6.0
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1259 五木の子守 現代 熊本県 不詳 木 局8.0 幅3.6 l点 H-2・1-8 r五木の子守J 2001P1259! 
人形 奥2.9

1260 飾り牛 現代 熊本県 不詳 木 高5.0 幅2.4 l点 H-1-2-1 「阿蘇j 2001P1260 
長8.8

1261 肥後の変わ 現代 熊本県 不詳 木 高10.3 径 l点 H-2-2-1 鉛筆書「肥後の変り 2001P1261 
り独楽 8目2 独楽j

1262 阿蘇あか牛 現代 熊本県阿蘇郡 不詳 張り子 高5.5 幅4.3 l点 H-1-1-2 r奉納あそあか牛 2001P1262 
長陽村 長10.6 湯ノ谷j

1263 張り子人形 現代 熊本県 不詳 張り子 高7.6 幅6.0 l点 んら2-7 鉛筆書「熊本伝統張 2001P1263I 
清正虎 長13.7 子清正虎J

1264 天狗鈴 現代 熊本県熊本市 不詳 土 高3.7幅4.3 l点 J-4-5=点のうち一点参 2001P1264 
奥4.2 照写真『九州の郷土玩具』

P143r天狗鈴j

1265 土笛鳩笛 現代 熊本県熊本市 不詳 土 高5.7 長7.0 l点 A-3-1・13 印「藤崎宮J 2001P1265 
幅4.3

1266 おきん女 現代 熊本県八代市 不詳 木 高8.7 幅9.5 l点 ん3-1・3 rおきん女J値札 2001P1266 
奥3.4 「￥180J

1267 香箱 現代 熊本県人吉市 住岡喜太郎 木 高5.2 幅 l点 E-1-2-8 値札「花手箱 300J 2001P1267 
10.3 奥6.6

1268 日奈久の板 現代 熊本県八代市 不詳 木 高15.7 幅 l点 C-3-1-1 2001P1268 
相撲 22.0 

1269 矯馬 現代 熊本県人吉市 住岡喜太郎 木 高7.6 幅8.3 l点 G・2-2-7 r人吉名物 きじ馬 2001P1269 
長21.0 住岡製J鉛筆書r150J

1270 守護獅子 現代 熊本県人吉市 不詳 練り物 高4.6 幅6.0 l点 8-4-2-1 「九州相良守護獅 2001P1270 
奥6.3 子J

1271 切支丹土鈴 現代 熊本県本渡市 不詳 土 切支丹千人 l組 J-8-44 J-5-26 J・6-17J-7-36 2001P1271 
塚:高6.5 幅 5点 J-8-17 
3.4奥2.2
聖母マリア:
高6.7幅4.4
奥2.2
邪宗門高札:
高3.8 幅6.1
奥2.3
天草四郎時
貞.高6.8 I隔
3.1 奥2.0
頼山陽詩碑.
高6.4 幅4.7
奥2.0

1272 天草の泥人 現代 熊本県本渡市 金沢武昌 土 高13.5 幅 l点 8-3-1-20 2001P1272 
形山姥 8.5 奥7.0

1273 宇土張り子 現代 熊本県宇土市 坂本カツ 張り子 高6.2 幅5.0 l点 A-5・1・15 赤鉛筆書「宇土張 2001P1273 
首振り虎 長13.0 子J

1274 宇土張り子 現代 熊本県宇土市 坂本カツ 張り子 高13.0 隔 l点 H-4・2・3値札「￥700J 2001P1274 
人力車 9.5 長20.5

1275 宇土張り子 現代 熊本県宇土市 坂本カツ 張り子 高28.0 幅 l点 M-2 ぺン書「坂本カツj

馬 1 ¥.5 長18.5
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1276 宇土張り子 現代 熊本県宇土市 坂本カツ 張り子 高36.0 偏 l点 L-1 馬乗り軍人か 2001P1276 
馬 11.0長31.0

1277 宇土張り子 現代 熊本県宇土市 坂本カツ 張り子 高11.0隔 l点 B・2・1・9青鉛筆書「宇土張 2001P1277 
姫達磨 7.7 奥7.3 子j

1278 宇土張り子 現代 熊本県宇土市 坂本カツ 張り子 高21.5幅 l点 H-3・2・3 i坂本カツJ 2001P1278 
面被り 9.5 奥7.1

1279 玉名の木葉 現代 熊本県玉名郡 永田礼三 土 高8.4 幅3.1 l点 ら4-1-11 刻印I木葉猿j 2001P1279 
猿 玉東町 奥2.9

1280 玉名の木葉 現代 熊本県玉名郡 永田礼三 土 高8.8 幅3.6 l点 B-4-1-12 刻印f木葉猿j 2001P1280 
猿 玉東町 奥3.5

1281 阿蘇のとう 現代 熊本県阿蘇郡 道しづえ トウモ 高21.0幅 l点 B-3-2-24 i阿蘇J 印「阿蘇 2001P1281 
きぴ人形 一の宮町 ロコシ 4.5 奥3.2 のとうきび人形 42.10 道

の皮 しづえ作j

1282 おてもやん 現代 熊本県八代郡 不詳 木 高8.6 幅3.6 l点 H-5-2・8 i熊本JiおてもJ 2001P1282 
人形 宮原町 奥2.9

1283 がらがら猿 現代 大分県別府市 不詳 土 雄.高8.9 幅 l組 jふ26 参照写真『土鈴』 2001P1283 
鈴 4.1 奥4.4 2点 P87iがらがら猿鈴J

雌:高7.7幅
3.6 奥3.6

1284 石仏鈴 現代 大分県別府市 不詳 土 高9.0幅5.5 l点 1-4-32 ぺン書「大分臼杵市 2001P1284 
奥6.26 深田石仏鈴」 参照写真『土

鈴.1P88i石仏土鈴J

1285 地獄鈴 現代 大分県別府市 不詳 土 各.高2.0 幅 l組 1-8-17 刻印「まよけJ札 2001P1285 
3.0 奥2.1 3点 f地獄鈴J 参照写真『士鈴』

P88i地獄鈴j

1286 地獄鈴 現代 大分県別府市 不詳 土 各.高3.0 幅 I組 |・6-23 刻印「まよけJ札 2001P1286 
2.2 奥1.7 3点 「地獄鈴J参照写真『土鈴』

P88i地獄鈴J

1287 地獄鈴 現代 大分県別府市 不詳 土 各:高4.7 幅 l組 J・4-36 刻印「まよけJ札 2001P1287 
2.2 奥1.6 3点 「別府地獄鈴J 参照写真

『土鈴.1P88i地獄鈴」

1288 土人形馬 現代 大分県別府市 不詳 土 高8.6 幅5.3 l点 D-5・1・26 貼紙「べっぷJ 2001P1288 
奥8.6

1289 土鈴三猿 現代 大分県別府市 不詳 土 高5.7 幅2.0 l組 J-4-35 刻印I高崎山J 2001P1289 
奥3.2 3点

1290 土鈴白猿 現代 大分県別府市 不詳 土 高4.8 幅3.5 l点 J-7-32 2001P1290 
奥3.9

1291 魔除け鈴 現代 大分県別府市 不祥 土 高5.3 幅4.6 l点 |ふ35 参照写真『土鈴』 2001P1291 
奥5.2 P88 i魔除け土鈴」

1292 木でこ 現代 大分県別府市 不詳 木 高10.2 幅 l点 B・1-2-8 印「意匠登録第一四 2001P1292 
3.3 奥2.9 一七九三号厄除の神木

でこ木仙作J

1293 別府鬼首人 現代 大分県別府市 不詳 土、竹 全体:高11.8 l組 C-5-2-5 札「坊主地獄Ji血の 2001P1293 
形 ほか 幅4.5 奥3.5 2点 池地獄JI鬼山地獄J 台に貼

紙「別府鬼首人形J

1294 河童鳴子 現代 大分県別府市 不詳 木、竹 高9.6 幅 l点 0・4・2-12 貼紙「河童鳴子J 2001P1294 
16.0 厚1.6 「魔除Ji別府j
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1295 日田の土鈴 現代 大分県日田市 不詳 土 高5.0 幅4.1 l点 lふ21 印「魔除j ベン書 2001P1295 
青鬼 奥4.6 「日田j

1296 日田の土鈴 現代 大分県日田市 不詳 土 高5.3 幅4.4 l点 J-4-1 「魔除Jぺン書「日 2001P1296 
赤鬼 奥4.1 閏j

1297 日田の土鈴 現代 大分県日田市 吉田東光 土 径9.6 奥3.5 l点 1-ら37 参照写真『土鈴』 2001P1297 
飛龍 P92r飛龍鈴J

1298 鵜飼船 現代 大分県日田市 不詳 竹、松 高6.3 幅3.7 i点 G-2・2・12 r水郷日田J 2001P1298 
醤ほか 長21.5

1299 筏人形 現代 大分県日田市 不詳 竹、松 高6.6 幅3.2 l点 D-3-2-10 r水郷日田J鉛筆 2001P1299 
醤ほか 長12.6 書「筏人形J

1300 土鈴石仏 現代 大分県臼杵市 不詳 土 高6.7 幅5.4 l点 1-8-33 2001P1300 
奥5.7

1301 達磨豊後 現代 大分県臼杵市 亀井製作所 張り子 高28.5 幅 l点 L-4 シール「豊後七福亀 2001P1301 
七福 25.5 奥26.5 井製作所TEL2-4219 大分県

臼杵市江無回j

1302 竹田の姫達 現代 大分県竹田市 不詳 張り子 高20.5 幅 l点 F-3-1 2001P1302 
磨 14.7 奥15.4

1303 竹田の姫達 現代 大分県竹田市 不詳 張り子 高7.5 幅5.2 l点 8-5-2-18 2001P1303 
磨 奥5.4

1304 宇佐土鈴 現代 大分県宇佐市 不詳 土 各:高3.1 幅 l組 J平39 r宇佐八幡j 2001P1304 
宇佐神宮 2.5 奥2.5 3点

1305 土人形御 現代 大分県宇佐市 不詳 土 高12.0 長 l点 0・3・1-11 貼紙「宇佐神宮 2001P1305 
神馬 宇佐神宮 10.6 幅4.5 御神馬J

1306 土鈴みく 現代 大分県宇佐市 不詳 土 高6.4 幅4.8 l点 |ふ23 貼紙「宇佐みくじ 2001P1306 
じ鳩 宇佐神宮 長7.2 鳩参照写真『土鈴~ P89 

「土鈴みくじ鳩」

1307 土鈴小槌 現代 大分県字佐市 不詳 土 高5.1 幅3.5 l点 J-8-12 刻印「宇佐八幡n開 2001P1307 
宇佐八幡 奥2.2 運J

1308 達磨 現代 大分県宇佐市 不詳 張り子 高9目O幅7.2 l点 C-5-2-8 r宮口中川口筆 2001P1308 
奥7.1 口J鉛筆書「うさ 宇佐J

1309 土人形春 現代 大分県大分郡 不詳 土 高5.3 幅2.8 l点 D・5-2-2 貼紙「湯布院j 鉛 2001P1309 
駒 湯布院町 奥5.3 筆書I由 布 春 駒j

1310 小絵馬鳴 現代 大分県大分郡 不詳 木 高7.6 幅 l点 C-4-1・16 rなるこカ過つ，:tJ 2001P1310 
子河童 湯布院町 11.0厚1.1

1311 木人形猿 現代 大分県大分郡 不詳 木 高7.6 幅3.7 l点 H・3・2・6 印「由布院J 2001P1311 
湯布院町 奥3.4

1312 由布院大杉 現代 大分県大分郡 不詳 木、紙、 高10.0 幅 l点 G-4-2-9 r大杉Jr天然記念 2001P1312 
湯布院町 土ほカミ 5.6 奥5.4 物J貼紙「湯布以ん大杵社j

1313 雨ごいの龍 現代 大分県大分郡 不詳 藁ほか 高7.7 幅 l点 H-5-1-5 札「湯布院郷土玩 2001P1313 
湯布院町 13.0 奥13.5 具n魔よけn雨乞いの青島

1314 宇目の唄げ 現代 大分県南海部 不詳 土 高8.2 幅4.5 l点 8-4-1-10 貼紙「宇目の唄げ 2001P1314 
んか 郡宇目町 奥4.0 んかJ

1315 土人形小 現代 大分県玖珠郡 小川秀太ヵ 土 高7.6 幅6.8 i点 ら2-1-10 r玖珠小松女院 2001P1315 
松女院 玖珠町 奥5.0 北山田J
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1316 土人形赤 現代 大分県玖珠郡 小川秀太ヵ 土 同8.0 幅8.8 l点 0-1.2-17 r玖珠j ペン書 2001P1316 
兵子天神 玖珠町 奥4.7 「赤兵子天神J

1317 魔除け童話 現代 大分県玖珠郡 不詳 土 高5.1 幅6.0 l点 1-7-5 rまよけ どうわ鈴 2001P1317 
鈴桃 玖珠町 奥4.9 くすまちJ

1318 北山田雄車 現代 大分県玖珠部 中村昌夫 木 高22.0 幅 l点 M-5 印 2001P1318 
玖珠町 18.0 長45.5

1319 北山田雄車 現代 大分県玖珠郡 中村昌夫 木 高9.7 幅8.5 1)点 F-4-1 200lPI319 
玖珠町 長18.0

1320 鷲 現代 大分県玖珠郡 不詳 木 高5.0 幅3.7 1)点 0-4-1・3貼紙r0699J 2001P1320 
玖珠町 奥2.4

1321 土鈴日向 現代 宮崎県 不詳 土 高5.2 幅5.0 l点 1-7-4 r日向かぼちゃ」 200lPI321 
かぼちゃ 奥5.0

1322 鶏車 現代 宮崎県 二葉工芸 木 高8.2 幅広l l点 A-4-1-9 r宮崎二葉工芸J 200lPI322 
長9.5

1323 土鈴蛤鈴 現代 宮崎県宮崎市 不詳 土 高5.1 幅5.2 l点 J-7-25 r青島神社j 200lPI323 
青島神社 奥2.6

1324 宮崎の和紙 現代 宮崎県宮崎市 佐藤まさ子 紙ほカミ 高15.0 幅 l点 A-4-2-5 r全国郷土人形コン 200lPI324 
人形泰平 10.0 奥5.0 クール入選泰平踊り人形j

踊り シール「推奨品全国観光土
産品連盟J

1325 延岡の昇り 現代 宮崎県延岡市 不詳 土、竹 高14.5 幅 l点 G-5-2-17 
猿 10.0 奥4.3

1326 佐土原の士 現代 宮崎県宮崎郡 不詳 土 高11.5幅 l点 E-3・2-12 鉛筆書「佐土原j 2001P1326 
人 形神 佐土原町 11.0奥6.5

1327 佐土原の土 現代 宮崎県宮崎郡 不詳 土 高17.9 幅 l点 0-5-2-11 赤鉛筆書「佐土原 200lPI327 
人形鰻頭 佐土原町 8.3 奥5.9 土人形J
喰い

1328 土鈴おは 現代 鹿児島県 不詳 土 高6.8 幅4.3 l点 Jふ32 r鹿児島おはら節 200lP1328 
ら節 奥4.4 花は霧島たばこは国分燃え

て上がるはオハラハ桜島J

1329 鹿児島の馬 現代 鹿児島県鹿児 不詳 木 高16.0 幅 1)点 H・5・1・3 シール「推薦土産品 2001P1329 
乗り武者 島市 5.0 長9.0 鹿児島県観光連盟j

1330 西郷達磨 現代 鹿児島県鹿児 株式会社日 木 高3.3 径3.0 l点 1-3-36 rかごしまj シール 200lP1330 
島市 興 「さつま特産発売元株式会

社日興鹿児島市平之町9の
30TEL2-86 1 1 J 

1331 太鼓おどり 現代 鹿児島県鹿児 不詳 紙、木 高13.5 幅 i点 5-4 印「かごしまJ幡に 2001P1331 
島市 9.5 奥3.4 「太鼓おどりJ

1332 太鼓おどり 現代 鹿児島県鹿児 不詳 紙、木 高15.2 幅 l点 ん4-2・3 印「かごしま」 幡 2001P1332 
島市 6.8 奥3.7 に「太鼓おどりJ

1333 薩摩首人形 現代 鹿児島県鹿児 鹿島たかし 紙粘土、 全体:高23.5 l組 E-5-1-19 r薩摩獅子頭n隼 200lPI333 
島市 藁 径6.7 5点 人四天王Jr鈴掛馬n薩摩隼

人Jf薩摩首人形J台座に貼
紙「郷土玩具Jr薩摩首人形J
シール「推薦土産品鹿児島
県観光連盟J
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1334 薩摩面被り 現代 鹿児島県鹿児 鹿島たかし 張り子、 両22.5 幅 l点 G-4-1-4 印「鹿児島鹿島た 2001P1334 
島市 木 8.3 奥6.1 かしJ 鮎紙「郷土玩具Jf薩

摩面かぶりJ シール「推薦
土産品 鹿児島県観光連盟」

1335 帖佐の土人 現代 鹿児島県姶良 不詳 土 高9.2 ~隔7.0 l点 8-1-1-5 印「帖佐人形ごぜ 2001P1335 
形ごぜど 郡姶良町 奥4.5 どんかごしましJ 鉛筆書
ん 「帖佐三味線弾きJ

1336 帖佐の土人 現代 鹿児島県姶良 不詳 土 高10.0 幅 l点 B-1-1・9 EIH金太郎帖佐人 2001P1336 
形熊金 郡姶良町 6.0 奥4.3 形かごしまし」

1337 帖佐の土人 現代 鹿児島県姶良 不詳 土 高11.5幅 l点 8-1-1-16 ぺン書「帖佐土人 2001P1337 
形熊金 郡姶良町 9.4奥4.4 形熊金J

1338 帖佐の土人 現代 鹿児島県姶良 不詳 士 高11.9幅 l点 8-1-1-15 参照写真旧本発 2001P1338 
形鯉抱き 郡姶良町 7.9 奥4.0 見 No29郷土玩具j P82 i鯛
童子 抱きj

1339 帖佐の土人 現代 鹿児島県姶良 不詳 土 高10.3 幅 l点 8-1-1-6 印「帖佐人形薩摩 2001P1339 
形薩摩琵 郡姶良町 5.0 奥3.5 琵琶Jiかごしましj

琶

1340 帖佐の土人 現代 鹿児島県姶良 不詳 土 高20.0 幅 l点 E-5・2・6 印「かごしまじJ 2001P1340 
形薩摩武 郡姶良町 8.6 奥6.4
士

1341 帖佐の土人 現代 鹿児島県姶良 不詳 土 高13.3 幅 l点 8-1-1-13 2001P1341 
形神功皇 郡姶良町 6.3 奥5.2
后

1342 帖佐の土人 現代 鹿児島県姶良 不詳 土 高11.2幅 l点 8-3-1・12 印「帖佐人形静 2001P1342 
形静御前 郡姶良町 6.2 奥4.0 御前かごしましj

1343 帖佐の土人 現代 鹿児島県姶良 不詳 土 高9.5 幅6.1 l点 B・M・18 印「帖佐人形か 2001P1343 
形相撲 郡姶良町 奥3.2 ごしまし」

1344 帖佐の土人 現代 鹿児島県姶良 不詳 土 高8.0 幅9.7 l点 R-6 印「帖佐人形Jiかごし 2001P1344 
形 袋持ち 郡姶良町 奥4.4 まJ シール「ヤマダJ 鉛筆

猿 書「サドハラJ

1345 帖佐の土人 現代 鹿児島県姶良 不詳 土 高9.2 幅5.2 l点 8-1-1-7 2001P1345 
形大黒 郡姶良町 奥5.5

1346 帖佐の土人 現代 鹿児島県姶良 不詳 土 高13目l幅 l点 8-1-1-14 2001P1346 
形武内宿 郡姶良町 8.1 奥4.7
禰

1347 帖佐の土人 現代 鹿児島県姶良 不詳 土 高6.9 幅6.6 l点 E-3・2-7 鉛筆書「帖佐J 2001P1347 
形 j中 部姶良町 奥4.1

1348 鹿児島神宮 現代 鹿児島県姶良 不詳 土 高2.5 幅2.9 l組 lふ16 印「正八幡J 参照写 2001P1348 
の諸玩具 郡隼人町鹿 奥4.0 5点 真『土鈴jP96i魔除けの鈴J
魔除けの土 児島神宮
鈴

1349 鹿児島神宮 現代 鹿児島県姶良 宮地武二 木 高5.8 幅 l点 E-1-2-9 印「正八幡Jfみや 2001P1349 
の諸玩具 郡隼人町鹿 13.7奥6.5 じJ
香箱 児島神宮

1350 ポンパチ 現代 鹿児島県姶良 不詳 紙、竹 高24.3 幅 l点 E-1-2-3 2001P1350 
郡隼人町 8.3 厚1.1
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1351 鹿児島神宮 現代 鹿児島県姶良 宮地武一 木ほか 板:幅4.4長 l組 H-2-2-2 印「鹿児島神宮n正 2001P1351 
の諸玩具 郡隼人町鹿 12.0 羽 2点 八幡nみやじJ
羽子板と羽 児島神宮 根:幅2目O 長

根 9.0 

1352 壷屋焼土 現代 沖縄県那覇市 不詳 土 高8.7 幅6.9 l点 J-2-16 2001P1352 
鈴シーサ 奥7.4
一

1353 沖縄張り子 現代 沖縄県那覇市 古倉保文 張り子 高10.3 幅 l点 8-4-1-16 鉛筆書「沖縄j 2001P1353 
首振り虎 8.0 長15.5

1354 ガラガラ 現代 アメリカ合衆 不詳 ゴム、 長18.0 幅 l点 G-5-1-2 タグrJNDIAN 2001P1354 
国 紙、木 5.3 径4.6 MOT[FSJ 

1355 串人形 現代 不詳 不詳 土 全体.高10.0 l組 E-1-1-13 0-4-1-37 2001P1355 
径7.0 5点

1356 串人形 現代 不詳 不詳 士 全体:高12.3 l組 E-1-1-9 2001P1356 
径6.1 4点

1357 串人形十 現代 不詳 不詳 土 高13.0 径 l組 E-5-1-14 見欠 2001P1357 
二支 5.7 11点

1358 串人形桃 現代 不詳 不詳 土 全体:高12.8 l組 E-1-1-5 2001P1358 
太郎 径4.1 4点

1359 首人形馬 現代 不詳 不詳 土 高9.1径4.0 l点 0-5-1-16 2001P1359 

1360 土人形 現代 不詳 不詳 土 高4.2 幅2.0 l点 [-3-11 2001PI360 
奥2.0

1361 土人形 現代 不詳 不詳 土 高4.2 幅2.3 l点 [-3-1 2001P1361 
奥2.5

1362 土人形 現代 不詳 不詳 土 高4.3 幅2.2 l点 [-3-17 2001P1362 
奥2.3

1363 土人形 現代 不詳 不詳 土 高4.3 幅2.4 l点 1-3-12 2001P1363 
奥1.9

1364 土人形 現代 不詳 不詳 土 高4.4幅2.6 l点 1-3-16 2001P1364 
奥2.2

1365 土人形 現代 不詳 不詳 土 高4.5 幅2.6 l点 1-3-2 2001P1365 
奥2.4

1366 土人形 現代 不詳 不詳 土 高6.5 幅3.5 l点 0-2-2-8 200lPI366 
奥2.9

1367 土人形お 現代 不詳 不詳 土 高7.3 幅3.6 l点 0-2-2-6 ぺン書「おたねj 2001P1367 
たね 奥3.3

1368 土人形お 現代 不詳 不詳 土 高6.5 幅 l点 H・2・2-9 2001P1368 
多福 10.2 奥7.0

1369 土人形お 現代 不詳 不詳 土 高4.7 幅4.0 l点 8-3-2-18 2001P1369 
多福面

1370 土人形お 現代 不詳 不詳 土 高8.0 幅6.0 l点 ひ2-1-4 2001PI370 
多福面 厚3.0

1371 土人形つ 現代 不詳 不詳 土 高7.5 幅9.1 l点 C-4-1-12 刻字「つれションJ200lP1371 
れション 奥5.8
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1372 土人形で 現代 不詳 不詳 土 黄:局2.5 幅 l組 C-5-1-5 鉛筆書「でんち人 2001P1372 
んち人形 2.1 奥1.5 2点 形Jrデンチj

青:高2.4 幅
1.8奥1.5

1373 土人形ひ 現代 不詳 不詳 土 高4目6幅3.4 l点 B-3-2-19 2001P1373 
ょっとこ面

1374 土人形猿 現代 不詳 不詳 土 高3.3 幅2.0 l点 H-3-1-2 2001P1374 
奥2.2

1375 土人形下 現代 不詳 不詳 土 高2.6 幅2.5 l点 J-5圃5 2001P1375 
駄 長4.1

1376 土人形臥 現代 不詳 不詳 土 高1.7長4.2 l点 A-1-2-4 2001P1376 
牛 幅2.1

1377 土人形臥 現代 不詳 不詳 土 高2.6 長4.2 l点 H-3-1-6 2001P1377 
牛 幅1.5

1378 土人形臥 現代 不詳 不詳 土 高4.2 長9.9 l点 E-5-2-10 2001P1378 
牛 幅4.7

1379 土人形臥 現代 不詳 不詳 土 高6.2 長 l点 H-4-1-16 2001P1379 
牛 13.0 幅6.2

1380 土人形亀 現代 不詳 不詳 土 高3.3 長5.0 l点 |ふ14 足なし 2001P1380 
幅3.7

1381 土人形玉 現代 不詳 不詳 土 高4.4 I隔6.8 l点 A-3-2-21 2001P1381 
抱き白蛇 奥7.3

1382 土人形鶏 現代 不詳 不詳 土 高2.7 長3.8 l点 H-3-1-9 2001P1382 
奥山

1383 土人形鶏 現代 不詳 不詳 土 高3.5 幅lβ l点 D-4-1-31 2001P1383 
奥山

1384 土人形犬 現代 不詳 不詳 土 高(針金含) l点 B-4-2-17 2001P1384 
7.5 幅2.8
奥3.0

1385 土人形犬 現代 不詳 不詳 土 高1.8長2.2 l点 C-5-2-19 2001P1385 
幅1.1

1386 土人形犬 現代 不詳 不詳 土 高10.2 長 l点 E-3-1-21 鉛筆書「古代犬J 2001P1386 
10.7 幅4.9

1387 土人形犬 現代 不詳 不詳 土 高2.3 長3.6 l点 D・5・1・22 2001P1387 
幅1.9

1388 士人形犬 現代 不詳 不詳 土 高2.6 長3.4 l点 H-4-1-8 
中高2.0

1389 土人形犬 現代 不詳 不詳 土 高3.7 長5.4 l点 E-3・1-14 2001P1389 
幅2.6

1390 土人形犬 現代 不詳 不詳 土 高4.0 長5.2 l点 D-4・2・7 ~p r口口口口j 2001P1390 
幅3.2

1391 土人形犬 現代 不詳 不詳 土 高4.2 長3.1 l点 D-4-2-9 値札r190J 2001P1391 
幅4.3

1392 土人形犬 現代 不詳 不詳 土 高5.0 長6.8 l点 E-3・1-11 ぺン書「口口口J 2001P1392 
幅4.4
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1393 土人形犬 現代 不詳 不詳 土 高8.8 幅6.9 l点 ι3-2-17 2001P1393 
奥4.8

1394 土人形虎 現代 不詳 不詳 土 高2.6 長3.5 l点 A・5-2-5 2001P1394 
幅2.1

1395 土人形虎 現代 不詳 不詳 土 高5.9 長 l点 A-5-1-16 台欠か 2001P1395 
11.0幅4.0

1396 土人形高 現代 不詳 不詳 土 翁:高12.1 l組 A-3-2-11 2001P1396 
砂 幅7.5 奥5.3 2点

姐:高11.6
幅7.0 奥4.5

1397 土人形三 現代 不詳 不詳 土 見ざる:高2.3 l組 B-5-2-7 2001P1397 
猿 幅1.8奥1.9 3点

言わざる:高
2.4幅1.8
奥2.1
聞かざる:高
2.3 幅1.8
奥1.9

1398 土人形子 現代 不詳 不詳 土 高9.2 幅8.0 l点 B・3-1-21 2001P1398 
供力士 奥7.7

1399 土人形鹿 現代 不詳 不詳 土 高6.6 長8.6 l点 0-4-1-27 刻印「禿夕」 2001P1399 
幅3.7

1400 土人形蛇 現代 不詳 不詳 土 高2.1 幅2.0 l点 H-4-1-6 2001P1400 
奥2.7

1401 土人形蛇 現代 不詳 不詳 土 高2.3 径2.6 l点 A圃 1-2-3 2001P1401 I 

1402 土人形首 現代 不詳 不詳 土 高5.3 長6.3 l点 G-2-1-10 2001P1402 
振り鶏 幅4.5

1403 土人形首 現代 不詳 不詳 土 高4.6 長7.0 l点 E-4-2-8 2001P1403 
振り犬 幅5.0

1404 土人形首 現代 不詳 不詳 土 高5.8 幅4.5 l点 ん5-1-22 刻印「福寅J 2001P1404 
振り虎 長6.3

1405 土人形首 現代 不詳 不詳 土 高6.2 長 l点 A-5-2-14 2001P1405 
振り虎 11.0幅4.7

1406 土人形首 現代 不詳 不詳 土 高5.0 幅6.6 l点 lふ3 2001P1406 
振り蛇 奥4.6

1407 土人形首 現代 不詳 不詳 土 高5.1長6.1 l点 1-6-11 2001P1407 
振り猪 幅4.6

1408 土人形首 現代 不詳 不詳 土 高4.8 長6.5 l点 B-4-2-4 2001P1408 
振り兎 幅5.0

1409 土人形首 現代 不詳 不詳 土 高4.8 長7.2 l点 511 2001P1409 
振り馬 幅4.8

1410 土人形小 現代 不詳 不詳 土 高14.2 幅 l点 A-1-2-15 鉛筆書「小五猿J 2001P1410 
五猿 3.7 奥3.3

1411 土人形招 現代 不詳 不詳 土 高8.0 幅4.3 l点 H-4-2-4 2001P1411 
き猫 奥4.1
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1412 土人形松 現代 不詳 不詳 土 高11.4幅 l点 C-4-1-14 2001P1412 
茸抱き 6.2 奥5.5

1413 土人形埴 現代 不詳 不詳 土 高10.2 長 l点 G・3・1-5 刻印「みよしJ 2001P1413 
輸馬 10.7 幅4.2

1414 土人形親 現代 不詳 不詳 土 高4.0 幅3.8 l点 H-4-1-17 2001P1414 
子鼠 奥3.1

1415 土人形尖 現代 不詳 不詳 土 高6.2 幅5.2 l点 0-2-2-5 2001P1415 
山の白調 奥3.6

1416 土人形鼠 現代 不詳 不詳 土 高2.1 長2.6 l点 H-3-1-10 2001P1416 
幅1.7

1417 土人形鼠 現代 不詳 不詳 土 高3.8 幅3.2 l点 H斗 1-18 2001P1417 
奥3.0

1418 土人形鯛 現代 不詳 不詳 土 高7.3 幅8.2 l点 A斗2-13 2001P1418 
乗り恵比須 奥3.4

1419 土人形鯛 現代 不詳 不詳 土 高7.9 幅5.3 l点 B-5-1-15 2001P1419 
釣り恵比須 奥4.1

1420 土人形鯛 現代 不詳 不詳 土 高13.0 幅 l点 A-3-1-8 値札「￥200J 2001P1420 
抱き童子 10.4奥6.5

1421 土人形鯛 現代 不詳 不詳 土 高16.7 幅 l点 A-3-1-10 2001P1421 
抱き童子 14.2 奥6.7

1422 土人形鯛 現代 不詳 不詳 土 高6.5 幅5.6 l点 A-4-2-15 2001P1422 
抱き童子 奥2.8

1423 土人形蛸 現代 不詳 不詳 土 高11.0幅 l点 C-4-1-1 2001P1423 
に揮 10.4奥5.0

1424 土人形達 現代 不詳 不詳 土 高1.8幅1.6 l点 B-2-2-18 2001P1424 
磨 奥1.8

1425 土人形達 現代 不詳 不詳 土 高4.3 幅3.2 l点 B同2-2-7 ぺン書「イシミJ 2001P1425 
磨 奥2.9

1426 土人形達 現代 不詳 不詳 土 高8.0 幅8.5 l点 C胸3-2-7 2001P1426 
磨 奥7.4

1427 土人形達 現代 不詳 不詳 土 高8.2 幅7.1 i点 B-2-1-11 2001P1427 
磨 奥6.8

1428 土人形達 現代 不詳 不詳 土 高12.7 幅 i点 C-2-1-12 2001P1428 
磨持ち猿 8.7 奥9.0

1429 土人形狸 現代 不詳 不詳 土 高3.1 幅2.6 l点 H-3-1-5 2001P1429 
奥2.2

1430 土人形狸 現代 不詳 不詳 土 高4.5 幅3.9 l点 F・3・3 2001P1430 
奥3.3

1431 土人形猪 現代 不詳 不詳 土 高2.3 幅1.9 l点 0・4-1-32 2001P1431 
奥3.7

1432 土人形猪 現代 不詳 不詳 土 高2.8 長4.2 l点 H-4-1・5 2001P1432 
幅2.3

1433 土人形猪 現代 不詳 不詳 土 高3.0 幅2.5 l点 C-5-1-2 2001P1433 
達磨 奥2.3
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1434 土人形天 現代 不詳 不詳 土 高11.3幅 l点 0-1-1-12 2001P1434 
神 11.2奥5.3

1435 土人形天 現代 不詳 不詳 土 高3.3 幅2.9 l点 D・5-1・8 2001P1435 
神 奥1.3

1436 土人形兎 現代 不詳 不詳 土 高2.0 長2.8 l点 H-4-1-9 2001P1436 
幅1.8

1437 土人形兎 現代 不詳 不詳 土 高2.3 長3.4 l点 B・3・2・22 2001P1437 
幅2.3

1438 土人形桃 現代 不詳 不詳 土 高1.9幅2.8 l点 0-4-1-41 2001P1438 
奥1.4

1439 土人形桃 現代 不詳 不詳 土 高(針金含) l点 E-5-1・16 2001P1439 
太郎 16.5 幅7.3

奥4.2

1440 土人形桃 現代 不詳 不詳 土 高2.0 幅2.3 l点 0-4-1-43 2001P1440 
抱き童子 奥1.3

1441 土人形内 現代 不詳 不詳 土 男離:高14.0 l組 C-4-2-1 2001P1441 
裏雛 幅11.2奥 12点

4.2 雌雛:
高14.0 幅
11.2奥4.2
左大臣(灰色):
高11.0幅
8.8 奥6.7
右大臣(黒色):
高10.9 幅
9.0 奥5.8
官女(右脇に
長柄):高11.3
幅6.2 奥3.8
官女(左脇に
盃):高11.7
幅6.1奥4.2
官女(中央に
銚子):高11.5
幅6.5 奥4.5
五人犠子(左
臓に鼓):高9.9
幅8.8 奥5.7
五人嚇子(笛):
高8.7 幅8.0
奥5.9
五人嚇子(右
肩に鼓):高8.6
幅8.5 奥5.6
五人磯子(太
鼓):高8.6 幅
8.7 奥7.1
五人磯子(謡):
高8.7 幅9.0
奥5.8

1442 土人形内 現代 不詳 不詳 土 男雛:高3.4 l組 じら1-17 2001P1442 
裏雛 幅2.5 奥2.6 2点

女雛:高3.4
幅2.6 奥2.6
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1443 土人形内 現代 不詳 不詳 土 男雛:高6.8 l組 C-5-1-20 2001P1443 
裏雛 幅5.8 奥3.0 2点

女雛;高6.3
幅6.1 奥3.3

1444 土人形尼 現代 不詳 不詳 土 高3.4幅2.5 l点 8-3-2-20 2001P1444 
奥1.9

1445 土人形馬 現代 不詳 不詳 土 高3.4 長3.8 l点 H-4-1-10 2001P1445 
幅2.1

1446 土人形馬 現代 不詳 不詳 土 高4.0 長4.7 l点 0-5-1-21 2001P1446 
幅1.6

1447 土人形馬 現代 不詳 不詳 土 高7.3 長9.3 l点 G-3-1-4 2001P1447 
幅2.9

1448 土人形馬 現代 不詳 不詳 土 高7.7 長 l点 0-3-1-10 2001P1448 
10.3 幅3.9

1449 土人形鳩 現代 不詳 不詳 士 高2.9 長3.5 l点 D圃4-1-34 2001P1449 
幅1.5

1450 土人形般 現代 不詳 不詳 土 高9.3 幅6.9 l点 C-1-2-1 2001P1450 
若面 厚4.0

1451 土人形尾 現代 不詳 不詳 土 高7.3 長6.4 l点 E-3-2-8 2001P1451 
振り犬 幅6.1

1452 土人形不 現代 不詳 不詳 土 高7.0 幅3.8 l点 0-2-2-9 ぺン書「不動明王J 2001P1452 
動明王 奥3.4

1453 土人形夫 現代 不詳 不詳 土 雄兎:高2.7 l組 8-5-2-5 8-5-2-6 2001P1453 
婦兎 幅2.1 奥1.4 2点

雌兎:高2.6
幅1.7奥1.6

1454 土人形布 現代 不詳 不詳 土 高2.0 幅2.3 l点 0-4-1-42 2001P1454 
袋 奥1.3

1455 土人形布 現代 不詳 不詳 土 高9.0 幅5.4 l点 8-3-2-13 2001P1455 
袋 奥4.0

1456 土人形宝 現代 不詳 不詳 土 高3.7長 l点 E-2-1-7 
船 10.3 幅4.2

1457 土人形宝 現代 不詳 不詳 土 高9.3 長8.8 l点 E-2-1-11 2001P1457 
船 幅7目5

1458 土人形睦 現代 不詳 不詳 土 高1.7長3.3 l点 C-4-1-20 2001P1458 
み鼠 幅1.3

1459 土人形羊 現代 不詳 不詳 土 高2.6 長4.0 l点 0-5-1-3 2001P1459 
幅1.7

1460 土人形羊 現代 不詳 不詳 土 高2.8 長3.8 l点 H-3聞1開8 2001P14601 
幅1.9

1461 土人形龍 現代 不詳 不詳 土 高2.3 幅2.6 l点 D・5・1・7 2001P1461 
奥2.6

1462 士人形龍 現代 不詳 不詳 土 高3.0 長3.1 l点 H-5・1・11 2001P1462 
幅1.7

F
h
i
u
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1463 土人形猟 現代 不詳 不詳 土 高6.2 幅4.0 l点 6-4-1-19 ぺン書「りょう師」 2001P1463 
師 奥3.2

1464 土人形力 現代 不詳 不詳 土 高2.5 幅2.7 l点 H-4-1-4 2001P1464 
士 奥2.9

1465 士人形亙 現代 不詳 不詳 土 高6.6 幅4.1 1)点 1-3-5 2001P1465 
女 奥4.6

1466 土人形祥 現代 不詳 不詳 土 高4.8 幅3.8 l点 0-5-1-2 2001P1466 
猿 奥1.9

1467 土人形駕 現代 不詳 不詳 土 高2.6 幅1.7 l点 0-4-1-36 2001P1467 
奥1.7

1468 士人形鷲 現代 不詳 不詳 土 高2.9 幅1.9 l点 0-4-1-35 2001P1468 
奥1.9

1469 土笛鳩 現代 不詳 不詳 土 高5.2 幅4.3 l点 H-1-1-6 2001P1469 
長8.6

1470 土笛鳩 現代 不詳 不詳 土 高5.5 幅3.8 l点 R-2 2001P1470 
長7.7

1471 士鈴 現代 不詳 不詳 土 各:高3.2 幅 l組 1-3-9 墨書「魔除j 2001P1471 
2.8 奥2.8 2点

1472 土鈴 現代 不詳 不詳 土 高2.5 幅9.0 UJl. 1-7-18 2001P1472 
奥9.0 7点

1473 土鈴 現代 不詳 不詳 土 高3.5 幅2.7 l組 1-5-1 2001P1473 
奥2.8 3点

1474 土鈴 現代 不詳 不詳 土 高7.5 幅9.0 l点 1-1-24 2001P1474 
奥7.1

1475 土鈴 現代 不詳 不詳 土 高8.0 幅6.4 l点 C-4-1-9 陰陽 2001P1475 
奥6.2

1476 土鈴 現代 不詳 不詳 土 高8.6 幅8.5 l点 1-5-17 2001P1476 
奥3.0

1477 土鈴 現代 不詳 不詳 土 高9目O幅7.0 l点 |開4-3 2001P1477 
奥7.7

1478 士鈴おか 現代 不詳 不詳 土 高9.0 幅7.3 l点 1・5-27 2001P1478 
めひょっと 奥7.5

ヲ

、一

1479 土鈴おか 現代 不詳 不詳 土 高7.5 幅5.5 l点 J"7-7 2001P1479 
め天狗 奥5.6

1480 土鈴かぽ 現代 不詳 不詳 土 高5.5 幅6.4 l点 1-8-13 2001P1480 
ちゃ 奥5.9

1481 土鈴タツ 現代 不詳 不詳 士 高7.6 幅3.5 l点 1-1・20 ぺン書「タツj 2001P1481 
ノオトシゴ 奥5.5

1482 土鈴ハコ 現代 不詳 不詳 土 高4.0 幅3.4 l点 1-5-11 青鉛筆書「ハコフグJ 2001P1482 
フグ 奥8.0

1483 土鈴ふぐ 現代 不詳 不詳 土 高2.3 長3.6 l点 j・6-4 2001P1483 
幅2.0

円。
Q
d
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1484 土鈴ふぐ 現代 不詳 不詳 土 局5.1 幅4.7 l点 J-8-23 2001P1484 
長7.5

1485 土鈴みみ 現代 不詳 不詳 土 高5.2 幅3.1 l点 J-3-34 2001P1485 
ずく 奥3.9

1486 土鈴烏天 現代 不詳 不詳 土 高7.8 幅5.9 l点 J-6-28 2001P1486 
狗 奥5.8

1487 土鈴烏天 現代 不詳 不詳 土 高8.2 幅6.6 l点 1-6-28 2001P1487 
狗 奥8.7

1488 土鈴駅鈴 現代 不詳 不詳 土 高6.2 幅5.4 l点 J-3-20 刻印「騨鈴J 2001P1488 
奥4.7

1489 土鈴猿 現代 不詳 不詳 土 高10.0 幅 i 点 J-6-47 2001P1489 
7.3 奥9.0

1490 土鈴猿 現代 不詳 不詳 土 高3.1 幅2.1 l点 1-2-35 2001P1490 
奥2.2

1491 土鈴猿 現代 不詳 不詳 土 高4.1 幅2.5 l点 J-6-1 2001P1491 
奥2.4

1492 土鈴猿 現代 不詳 不詳 土 高4.6 I隔4.0 l点 1-4-15 r厄山王宮J 2001P1492 
奥4.2

1493 土鈴猿 現代 不詳 不詳 土 高4.7幅4.0 l点 1-4-17 r厄山王宮j 2001P1493 
奥4.3

1494 土鈴猿 現代 不詳 不詳 土 高6.1 幅3.6 l点 J-8-47 2001P1494 
奥4目。

1495 土鈴猿三 現代 不詳 不詳 土 高7.3 幅6.3 l点 jふ36 鉛筆書「猿口口」 200lPI495 
番史 奥5.7

1496 土 鈴猿田 現代 不詳 不詳 土 高7.0 幅5.7 l点 1-1-9 刻字「猿田彦j 刻印 2001PI496 
彦 奥7.3

1497 土鈴翁 現代 不詳 不詳 土 高6.2 幅5.5 l点 1-1・2刻字「翁j 刻印 200lPI497 
奥5.5

1498 土鈴家 現代 不詳 不詳 土 高6.2 幅6.8 l点 1-2-26 鉛筆書「渋口J 200lPI498 
奥5.7

1499 土鈴家 現代 不詳 不詳 土 高7.5 幅6.8 l点 1-7-11 刻印「毅口n二軒茶 2001P1499 
奥6.0 屋あゆ宿j

1500 土鈴家紋 現代 不詳 不詳 土 高5.3 幅5.1 l点 J-1-3 刻字「臼杵藩J 200lPI500 
鈴一つ槌 奥2.3

1501 土鈴家紋 現代 不詳 不詳 土 高5.5 幅5.2 l点 J-1-11 刻字「五島藩j 200lPI501 
鈴丸に花 奥2.3
菱

1502 土鈴家紋 現代 不詳 不詳 土 高5.6幅5目2 l 点 J-1-7 刻字「薩摩藩J 200lP1502 
鈴丸に十 奥2.6
文字

1503 土鈴家紋 現代 不詳 不詳 土 高5.4 幅4.6 l点 J-6開37 2001P1503 
鈴橘 奥3.1

1504 土鈴家紋 現代 不詳 不詳 土 高5.2 幅5.1 l点 J-1-2 刻字「唐津藩j 200lPI504 
鈴三階菱 奥2.3
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1505 土鈴家紋 現代 不詳 不詳 土 高5.6 幅5.2 l点 J-1-1 刻字「小倉藩」 200lPI505 
鈴三階菱 奥2.4

1506 土鈴家紋 現代 不詳 不詳 土 高5.5 幅5.2 l点 J-1・6刻字「岡藩J 200lPI506 
鈴中川柏 奥2.6

1507 土鈴家紋 現代 不詳 不詳 土 高5.3 幅5.2 l点 J-1-8 刻字「福岡藩J 200lPI507 
鈴藤巴 奥2.3

1508 土鈴家紋 現代 不詳 不詳 土 高5.5 幅5.2 l点 J-1る刻字「日出藩J
鈴抱き沢 奥2.7
潟

1509 土鈴河童 現代 不詳 不詳 土 高8目O幅5.5 i点、 J-5-21 200lPI509 
奥5.2

1510 土鈴河童 現代 不詳 不詳 土 高5.5 幅6.2 l点 |開2-13 200lPI51O 
カ 奥7.1

1511 土鈴河豚 現代 不詳 不詳 土 高5.2 幅5.2 1)点 J-7・27 青鉛筆書fふくJ 200lPI511 
長6.1

1512 土鈴貨泉 現代 不詳 不詳 土 高5.7幅4.9 l点 J-1-9 200lPI512 
奥2.4

1513 土鈴柿 現代 不詳 不詳 土 高4.3 径5.0 l点 1-4-5 200lPI513 

1514 土鈴干珠 現代 不詳 不詳 土 各:高3.1幅 1組 J-8・10 刻字「干珠Jr満珠J 200lPI514 
満珠鈴 2.8 奥2.9 2点

1515 土鈴干珠 現代 不詳 不詳 土 干珠:高5.2 i組 J-4-15 J-1-13 刻字「干珠J 200lPI515 
満珠鈴 幅5.1 奥4.8 2点 「満珠J刻印

満珠.高5.5
幅5.2 奥5.0

1516 土鈴干珠 現代 不詳 不詳 土 各.高3.1 幅 l組 1-5-8 刻字「千珠J
鈴 2.8 奥2.9 2点

1517 土鈴環鈴 現代 不詳 不詳 土 高7.4幅7.4 1点 1-3-47 刻印「毅口Jf猿田彦 200lPI517 
奥2.0 神社J

1518 土鈴丸鈴 現代 不詳 不詳 土 高8.5 径7.5 l点 1-1-22 200lPI518 
秋草

1519 土鈴丸鈴 現代 不詳 不詳 土 高6.2 径5.7 1)点 1-7-13 200lPI519 
朝顔

1520 土鈴鬼瓦 現代 不詳 不詳 土 高6.0 幅7.0 l点 |・2-20 200lPI520 
奥2.8

1521 土鈴亀 現代 不詳 不詳 土 高3.8 幅5.7 l点 J-8-42 2001PI521 
長6.3

1522 土鈴亀 現代 不詳 不詳 土 高4.0 幅4.4 1 )点 |ふ19 刻字 2001P1522 
奥3.7

1523 土鈴擬宝 現代 不詳 不詳 土 高9.0 幅6.4 1)点 J-6-40 刻印「宵済J刻字 2001P1523 
珠 奥6.5 「五宝災厄解除子孫長久家

内安全所業繁栄毒命長書J

1524 土鈴牛 現代 不詳 不詳 土 高2.7 幅2.6 1 )点 J-7-13 200lPI524 
長5.1

1525 土鈴牛 現代 不詳 不詳 土 高2.8 幅2.8 1 )点 J-7・35 200lP1525 
長5.1
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1526 土鈴牛 現代 不詳 不詳 土 高2.9 幅3.0 l点 l斗 19 2001P1526 
奥4.5

1527 土鈴牛 現代 不詳 不詳 土 高3.8 幅3.3 l点 Jふ27 2001P1527 
長7.7

1528 土鈴牛 現代 不詳 不詳 土 高4.2 幅3.3 l点 J-fト21 2001P1528 
長7.5

1529 土鈴牛 現代 不詳 不詳 土 高4.3 幅3.2 l点 J圃5・8 2001P1529 
奥6.7

1530 土鈴牛 現代 不詳 不詳 土 高7.1 幅4.9 l点 l・2・8 2001P1530 
長10.1

1531 土鈴魚 現代 不詳 不詳 土 高4.1 幅3.0 l点 J-4-32 青鉛筆書「カイバンJ
奥8.3

1532 土鈴軍配 現代 不詳 不詳 土 高8.3 幅4.5 l点 1-1-13 刻字「天下泰平j 2001P1532 
奥2.8

1533 土鈴恵比 現代 不詳 不詳 土 高8.9 幅7.5 l点 l・5-26 2001P1533 
須大黒 奥7.6

1534 土鈴鶏 現代 不詳 不詳 土 高4.0 幅3.0 l点 J-3-38 2001P1534 
奥3.8

1535 土鈴鶏 現代 不詳 不詳 土 高5.0 幅4.5 l点 J-5-15 2001P1535 
奥3.5

1536 土鈴鶏 現代 不詳 不詳 土 高5.8 幅3.2 l点 1-7-10 2001P1536 
長6.5

1537 土鈴鶏 現代 不詳 不詳 土 高6.6 幅3.4 l点 1-2-14 2001P1537 
長6.0

1538 土鈴鶏 現代 不詳 不詳 土 高9.3 幅7.3 l点 J-2-15 2001P1538 
奥5.9

1539 土鈴犬 現代 不詳 不詳 土 高3.9 幅2.8 1点 J-7・9 2001P1539 
長4.8

1540 土鈴犬 現代 不詳 不詳 土 高5.1 幅3.8 l点 Jふ20 刻字「庚成J 2001P1540 
長8.3

1541 土鈴犬 現代 不詳 不詳 土 高6.3 幅4.1 l点 1-8-18 印「犬J 2001P1541 
奥5.9

1542 土鈴犬 現代 不詳 不詳 土 白:高5.2 幅 l組 J-7-18 1-8-8 2001P1542 
3.5 長5.2 2点
黒:高5.4 幅
5.5 奥3.6

1543 土鈴虎 現代 不詳 不詳 土 高4.2 幅2.4 l点 1-4・13 刻字「宝満宮j 鉛筆 2001P1543 
長3.0 書「宝満宮宮口神社j

1544 土鈴五鈴 現代 不詳 不詳 土 高3.1幅 l点 J-3-22 2001P1544 
付古鏡 10.3 奥3.1

1545 土鈴御神 現代 不詳 不詳 土 高8.2 径5.0 l点 1-2・6刻印「毅口n御神燈J 2001P1545 
燈

1546 土鈴広目 現代 不詳 不詳 土 高9.4幅5.3 l点 1-1・14 刻字「広目天J刻印 2001P1546 
天 奥6.1
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1547 土鈴黒犬 現代 不詳 不詳 土 高2.6 幅2.1 l点 J-8-8 2001P1547 
長4.2

1548 土鈴三猿 現代 不詳 不詳 土 見ざる:高5.5 l組 J-6-50 2001P1548 
幅3.7 奥3.7 3点
言わざる:高
5.4幅3.6
奥3.8
聞かざる:高
5.4 幅3.7
奥3.8

1549 土鈴三猿 現代 不詳 不詳 土 高5.7 幅7.3 l点 J・2・3刻字「庚J 2001P1549 
絵馬 奥2.3

1550 土鈴三角 現代 不詳 不詳 土 高6.0 幅3.1 l点 1-5-18 2001P1550 
猿 奥3.1

1551 土鈴子守 現代 不詳 不詳 土 高5.1 幅5.4 l点 Jふ32 伏見か
奥3.7

1552 土鈴獅子 現代 不詳 不詳 土 高4.6 幅3.1 l点 J-8-15 2001P1552I 
長6.0

1553 土鈴獅子 現代 不詳 不詳 土 高8.5 幅5.7 l点 1-5-25 2001P1553 
奥7.2

1554 土鈴獅子 現代 不詳 不詳 土 高5.3 編7.6 l点 J斗 16 2001P1554 
頭 奥5.6

1555 土鈴侍 現代 不詳 不詳 土 高5.5 幅4.4 l点 J-4-12 額の蹴 2001P1555 
奥3.8

1556 土鈴鹿 現代 不詳 不詳 土 高4.1幅3.5 l点 1-8-15 2001P1556 
奥2.5

1557 土鈴蛇 現代 不詳 不詳 土 高3.9 幅3.6 l点 1-2-34 2001P1557 
奥3.3

1558 土鈴蛇 現代 不詳 不詳 土 高4.1 幅5.3 l点 lふ20 2001P1558 
奥5.2

1559 土鈴邪鬼 現代 不詳 不詳 土 高7.9 幅6.9 l点 J-3戸16 2001P1559 
奥7.1

1560 土鈴小面 現代 不詳 不詳 土 高8.0 幅5.5 l点 1-4-35 刻字f小面」 刻印 2001P1560 
奥5.5

1561 土鈴象乗 現代 不詳 不詳 土 高8.1幅9.1 l点 H-4-2-6 2001P1561 
り侍 奥4.5

1562 土鈴仁王 現代 不詳 不詳 土 高10.9 幅 l点 1-5-37 2001P1562 
6.7 奥7.5

1563 土鈴仁王 現代 不詳 不詳 土 高11.6幅 l点 1-ら31 刻印「毅口J 2001P1563 
7.0 奥8.0

1564 土鈴水軍 現代 不詳 不詳 土 高8.5 幅6.8 l点 J-1-15 刻印ぺン書「水筆 2001P1564 
鉛 奥5.9 鉛J

1565 土鈴扇 現代 不詳 不詳 土 高6.0 幅6.8 l点 J-7・23 2001P1565 
奥2.4

1566 土鈴鼠 現代 不詳 不詳 土 高3.7 幅2.4 l点 J-7・22 2001P1566 
長3.2
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1567 土鈴鼠 現代 不詳 不詳 土 鼠:局4.5 幅 l点 J-8-24 2001P1567 
3.7 長5.9

1568 土鈴打出 現代 不詳 不詳 土 高6.0 幅4.0 l点 1-3-32 2001P1568 
小槌 奥4.3

1569 土鈴打出 現代 不詳 不詳 土 高7.7 幅5.7 l点 1-5-36 2001P1569 
小槌 奥5.2

1570 土鈴鯛 現代 不詳 不詳 土 高5目6幅4.4 l点 J-8-40 2001P1570 
長8.8

1571 土鈴鯛 現代 不詳 不詳 土 高6.5 長6.7 l点 J-5-32 2001P1571 
幅4.7

1572 土鈴蛸 現代 不詳 不詳 土 高3.7 幅2.3 l点 J-6-3 2001P1572 
奥2.2

1573 土鈴達磨 現代 不詳 不詳 土 高4.8 帽3.9 l点 J-1-19 刻印「毅口J 2001P1573 
奥3.7

1574 土鈴達磨 現代 不詳 不詳 土 高5.3 幅4.7 l点 J-5-24 2001P1574 
奥4.3

1575 土鈴達磨 現代 不詳 不詳 土 高5.3 幅5.0 l点 1-8-22 2001P1575 
奥4.7

1576 土鈴達磨 現代 不詳 不詳 土 高6.2 幅5.5 l点 J-7・1 2001P1576 
奥4.6

1577 土鈴達磨 現代 不詳 不詳 土 高7.0 幅5.8 l点 J-5-18 2001P1577 
像 奥4.3

1578 土鈴狸 現代 不詳 不詳 土 高4.3 幅2.7 l点 1-6幽20 2001P1578 
奥3.0

1579 土鈴狸 現代 不詳 不詳 土 高6.2 幅5.2 l点 J-4-18 2001P1579 
奥5.5

1580 土鈴竹図 現代 不詳 不詳 土 高8.5 幅7.5 l点 J-5-39 2001P1580 
奥7.2

1581 土鈴猪 現代 不詳 不詳 土 高2.5 幅2.6 l点 J-8-6 2001P1581 
長5.7

1582 土鈴猪 現代 不詳 不詳 土 高3.8 幅3.9 l点 1-5-3 2001P1582 
奥6.9

1583 土鈴猪 現代 不詳 不詳 土 高4.2 幅6.4 l点 1-8-37 2001P1583 
奥3.2

1584 士鈴提灯 現代 不詳 不詳 士 高5.1 径5.5 l点 1-1-16 2001P1584 

1585 土鈴天狗 現代 不詳 不詳 土 高3.7 幅4.0 1 )点 1-6-21 2001P1585 
奥4.0

1586 土鈴天狗 現代 不詳 不詳 土 高6.7 幅6.3 l点 J-6-35 2001P1586 
奥6.9

1587 土鈴天馬 現代 不詳 不詳 土 高6.3 幅6.3 l点 1-2-30 2001P1587 
鈴 奥3.5

1588 土鈴兎 現代 不詳 不詳 土 高2.8 幅3.2 1)点 J-7-20 2001P1588 
長4.2
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1589 土鈴兎 現代 不詳 不詳 土 高5.1幅5.3 l点 1-8-1 2001P1589 
奥4.1

1590 土鈴桃持 現代 不詳 不詳 土 高5.9 幅5.1 12 1-6-9 2001P1590 
ち猿 奥5.0

1591 土鈴桃太 現代 不詳 不詳 土 桃太郎:高3.3 l組 1-6-24 2001P1591 
郎(桃太郎・ 幅3.5 奥3.2 5点
鬼・猿・維・ 猿:高3.0 幅
犬) 2.2 奥2.5

犬:高3.3 幅
2.6 奥2.4
焼:高2.5 幅
2.3 奥2.3
鬼:高4.1幅
3.8 奥3.1

1592 土鈴桃太 現代 不詳 不詳 土 高8.0 幅4.2 l点 1・3-28 鉛筆書「シンニイ」 2001P1592 
郎犬 奥5.4

1593 土鈴道祖 現代 不詳 不詳 土 高10.8 幅 l点 1-6-29 刻字f道祖神」 2001P1593 
神鈴 7.4 奥5.4

1594 土鈴二頭 現代 不詳 不詳 土 高5.5 幅7.0 l点 1-6-14 2001P1594 
獅子 奥4.4

1595 土鈴馬 現代 不詳 不詳 土 高4.4幅2.6 l点 1-5-21 2001P1595 
奥4.9

1596 土鈴馬 現代 不詳 不詳 土 高5.6 幅2.5 l点 j斗29 2001P1596 
奥5.0

1597 土鈴馬 現代 不詳 不詳 土 高6.6 長7.7 l点 0-3-1-16 2001P1597 
幅6.7

1598 土鈴馬 現代 不詳 不詳 土 高7.5 幅4.1 l点 1-6-1 2001P1598 
奥9.2

1599 土鈴馬 現代 不詳 不詳 土 高8.8 長7.3 l点 0-3-1-15 2001P1599 
幅5.1

1600 土鈴馬 現代 不詳 不詳 土 高8.8 幅4.8 l点 1-2-25 2001P1600 
長9.8

1601 土鈴馬 現代 不詳 不詳 土 白:高9.5 幅 l組 lふ50 鉛筆書「御神馬」 2001P1601 
5.5 長10.2 2点
茶:高9.1幅
5.8 長10.1

1602 土鈴梅の 現代 不詳 不詳 土 高5.3 幅3.6 l点 J-8-9 2001P1602 
種 奥3.9

1603 土鈴抜折 現代 不詳 不詳 土 高8.0 幅6.0 l点 1-5-19 刻字「抜折羅j 刻印 2001P1603 
羅 奥5.8

1604 土鈴鳩 現代 不詳 不詳 土 高5.8 幅3.2 l点 J-4-28 2001P1604 
奥6.7

1605 土鈴蛤 現代 不詳 不詳 土 高5.2 幅5.7 l点 J-8-46 刻字「福蛤J 2001P1605 
奥3.2

1606 土鈴飛出 現代 不詳 不詳 土 高7.5 幅6.5 l点 1-2-3 刻字「飛出J 刻印 2001P1606 
奥5.5
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1607 土鈴姫達 現代 不詳 不詳 土 高6.1 幅4.7 l点 J-3-30 刻字「姫街道j 2001P1607 
磨 奥4.5

1608 土鈴姫達 現代 不詳 不詳 土 高7.3 幅5.3 l点 J-8-39 2001P1608 
磨 奥5.4

1609 土鈴俵担 現代 不詳 不詳 土 高6.9 幅4.0 l点 1-1・5 2001P1609 
ぎ 奥4.2

1610 土鈴瓢箪 現代 不詳 不詳 土 高11.2幅 l点 lふ31 ぺン書r54.2.4J 2001P1610 
5.0 奥5.3

1611 土鈴瓢箪 現代 不詳 不詳 土 高8.4 幅5.1 l点 1-7-15 刻印「高済J 2001P1611 
奥5.5

1612 土鈴舞妓 現代 不詳 不詳 土 高7.7幅4.4 l点 J-8-34 2001P1612 
奥4.7

1613 土鈴福牛 現代 不詳 不詳 土 高5.7 幅5.7 l点 1-5-12 鉛筆書「口口福牛J2001P1613 
奥4.5

1614 土鈴文福 現代 不詳 不詳 土 高5.5 幅5.9 l点 J-4-21 2001P1614 
茶釜 奥7.9

1615 士鈴菩薩 現代 不詳 不詳 土 高8.5 幅5.6 l点 1-1-7 刻字「ぽさつJ刻印 2001P1615 
奥6.3

1616 土鈴宝珠 現代 不詳 不詳 土 高7.4幅6.4 l点 1-8-21 「宝生J刻字「姫の 2001P1616 
奥5.0 宮」

1617 土鈴宝船 現代 不詳 不詳 土 高11.0幅 l点 J-2-14 刻印「純生j 2001P1617 
8.1 奥10.2

1618 土鈴宝船 現代 不詳 不詳 土 高5.9 長5.3 l点 J-6-25 2001P1618 
幅4目2

1619 土鈴宝船 現代 不詳 不詳 土 高7.8 幅4.4 l点 1-4-7 2001P1619 
長7.3

1620 土鈴蜜相 現代 不詳 不詳 土 高6.2 幅6.4 l点 |・7-2 r口夏みかんJ 2001P1620 
娘 奥7.5

1621 土鈴木魚 現代 不詳 不詳 土 高5.7 幅5.3 l点 J-6-45刻字「雪舟口j 2001P1621 
に鼠 奥4.8

1622 土鈴木魚 現代 不詳 不詳 土 高4.5 幅3.9 l点 H-4-1-3 刻印「毅口j 2001P1622 
乗り狸 奥4.2

1623 土鈴羊 現代 不詳 不詳 土 高3.8 幅2.9 l点 J-7-11 2001P1623 
長5.2

1624 土鈴羊 現代 不詳 不詳 土 高3.9 幅3.1 l点 lふ17 赤ぺン書「福未 2001P1624 
奥5.6 58.2.l2.J 

1625 土鈴羊 現代 不詳 不詳 土 高4.2 幅3.1 l点 J-8-30 2001P1625 
長6.7

1626 土鈴羊鈴 現代 不詳 不詳 土 高7.1 幅4.6 l点 1-5-31 刻字「羊J 2001P1626 

1627 土鈴立雛 現代 不詳 不詳 土 高4.4 幅3.9 l点 C-3-1・14 2001P1627 
奥2.1

1628 土鈴立雛 現代 不詳 不詳 土 高4.5 幅3.9 l点 C-5-1・4 鉛筆書「大分口J 2001P1628 
奥2.3
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1629 土鈴龍 現代 不詳 不詳 土 局3.1 幅3.1 l点 J-7-34 2001P1629 
長4.5

1630 土鈴龍 現代 不詳 不詳 土 高4.0 幅3.0 l点 j・7・30 2001P1630 
長5.1

1631 土鈴六角 現代 不詳 不詳 土 高7.2 幅5.4 l点 1-7-16 刻字「吉一合唄 2001P1631 
餐子独楽 奥6.1 吉三合踊J

1632 土鈴狸々 現代 不詳 不詳 土 高7.4幡5.6 l点 l・5・33 刻字「狸々 Jぺン書 2001P1632 
奥5.6 I狸々面J刻印

1633 土鈴洞 現代 不詳 不詳 土 高7.0 幅4.5 l点 1-1-6 2001P1633 
奥4.4

1634 土鈴閥穣 現代 不詳 不詳 土 高3.1幅2.8 l点 1-2-29 2001P1634 
奥4.1

1635 土鈴鯨 現代 不詳 不詳 土 高7.2 幅4.6 l点 1-5-14 2001P1635 
奥7.0

1636 土鈴驚 現代 不詳 不詳 土 高3.7幅3.1 l点 J-4-4 2001P1636 
奥5.8

1637 土鈴鴛 現代 不詳 不詳 土 高4.5 幅3.2 l点 J-4-8 2001P1637 
奥7.1

1638 土鈴駕 現代 不詳 不詳 土 高5.2 幅3.6 l点 J-6-49 刻印「天満宮j 2001P1638 
奥4.3

1639 二連土鈴 現代 不詳 不詳 土 高3.9 幅6.2 l点 1-8-6 2001P1639 
奥3.9

1640 魔除け土鈴 現代 不詳 不詳 土 高4.2 幅4.7 l点 J-6-15 墨書「魔除J 2001P1640 
奥3.8

1641 ふぐ車 現代 不詳 不詳 木 高6.1幅5.8 l点 A-4-1-14 2001P1641 
長10.0

1642 ぶりこ 現代 不詳 不詳 木 高4.2 幅2.5 l点 A・4-1-10 印「ぶりこ神魚J2001P1642 
長9.0

1643 やじろべえ 現代 不詳 不詳 木 高8.2 幅9.9 l点 G-5-2-18 上部のみ 2001P1643 

1644 一万彫鶏 現代 不詳 不詳 木 高7.5 幅3.7 l点 A-4-1-13 2001P1644 
奥5.0

1645 古代駒 現代 不詳 不詳 木 高8.6 幅1.8 1点 D-5-1-23 ぺン書「古代」 2001P1645 
長6.7

1646 獅子頭 現代 不詳 不祥 木 高2.7幅3.7 l点 C-5-1-8 2001P1646 
奥2.3

1647 獅子頭 現代 不詳 不詳 木 高3.8 径6.6 l点 C-5-2-15 2001P1647 

1648 獅子頭 現代 不詳 不詳 木 高5.2 幅3.6 l点 E-1-2-5 2001P1648 
奥6.7

1649 獅子頭 現代 不詳 不詳 木 高5.8 幅7.0 l点 E・5-1-12 2001P1649 
奥9.0

1650 獅子舞人形 現代 不詳 不詳 木 高10.0 幅 l点 ん4-2-2 2001P1650 
4.7 奥3.0
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1651 鹿 現代 不詳 不詳 木 高7.0 幅2.9 l点 A-4-1・18 参照写真『九州の 2001P1651 I 
長8.3 郷土玩具~ P.79 rみさき馬J

1652 小絵馬内 現代 不詳 不詳 木 高8.5 幅 l点 ん6-1-21 「縁喜ひなJ 2001P1652 
裏雛 12.0 

1653 達磨 現代 不詳 不詳 木 高4目8 幅4.2 l点 B-2-2-17 2001P1653 
奥4.2

1654 達磨落とし 現代 不詳 不詳 木 達磨:高20.0 l組 H-2-2-17 2001P1654 
径5.0 7点
木槌:長20.1
径2.0

1655 独楽 現代 不詳 不詳 木 長7.8 径7.1 l点 B・5・1・1 2001P1655 

1656 独楽器 現代 不詳 不詳 木 高7.7 径8.6 l組 G-3-2-8 2001P1656 
2点

1657 盃雛 現代 不詳 不詳 木 男:高4.7 幅 l組 C-5-2-21 台裏に値札「栃木 2001P1657 
8.5 奥7.1 2点 天神 ￥220 諸国民芸」
女:高4.7 幅
9.0 奥7.1

1658 姫達磨 現代 不詳 不詳 木 高8.7 幅4.9 l点 H-1-2-9 r宝満Jf家運繁栄J 2001P1658 
奥4.7 印「宝満宮J

1659 不詳 現代 不詳 不詳 木 高14.5 径 l点 B-3-1-7 2001P1659 
7.5 

1660 不詳 現代 不詳 不詳 木 長14.5 径 l点 島3-1-5 2001P1660 
4.1 

1661 不詳 現代 不詳 不詳 木 高11.0幅 l点 B-1-2-12 2001P1661 
2.4 奥1.8

1662 万歳人形 現代 不詳 不詳 木 高8.6 幅 l点 A-4-1-22 2001P1662 
11.5奥4.3

1663 木人形鶏 現代 不詳 不詳 木 高4.3 幅3.0 l点 1-3-31 2001P1663 
長6.5

1664 木人形高 現代 不詳 不詳 木 翁.高3.7 幅 l組 C-5-2-6 2001P1664 
砂 2.4奥1.3 2点

趨.高3.7幅
2.5 奥1.7

1665 木人形鹿 現代 不詳 不詳 木 高1.9幅0.9 l点 C-3-1圃 16 2001P1665 
長2.1

1666 木人形俵 現代 不詳 不詳 木 高5.5 幅2.2 l点 G-5-2-4 2001P1666 
馬 長3.4

1667 木彫り人形 現代 不詳 不詳 木 高23.7幅 l点 B-1-2-13 2001P1667 
3.1 奥3.0

1668 木彫り人形 現代 不詳 不詳 木 高4.1 幅3.5 l点 A-4-1-19 2001P1668 
鶏 長6.5

1669 木彫り人形 現代 不詳 不詳 木 高5.3 幅2.4 1点 H-2-1-1 2001P1669 
鶏 長3.1
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1670 木彫り人形 現代 不詳 不詳 木 鶴:局3.5 幅 l組 Gふ2-15 銘 2001P1670 
鶴亀 2.2 長6.3 2点

亀:高2.8 幅

3.2 長5.1

1671 木彫り人形 現代 不詳 不詳 木 高11.2幅 l点 B-3-1-4 2001P1671 
道中馬 3.0 奥8.8

1672 木彫り人形 現代 不詳 不詳 木 高6.0 幅8.7 l点 B-5-1-14 2001P1672 
馬 奥3.3

1673 立雛 現代 不詳 不詳 木 高7.5 幅5.0 l点、 A-4-1-8 2001P1673 
奥3.8

1674 虎車 現代 不詳 不詳 練り物 高5.8 幅5.4 l点 A-5幽 1幽5 2001P1674 
長9.0

1675 練り物人形 現代 不詳 不詳 練り物 高2.0 幅2.9 l点 B-2-2-15 2001P1675 
達磨 奥2.3

1676 練り物人形 現代 不詳 不詳 練り物 高4.5 幅3.7 l点 B-2-2-13 破損外膜塗料の 2001P1676 
達磨 奥4.0 み

1677 おとぼけ人 現代 不詳 不詳 張り子 高22.7 幅 I点 B-5-1-7 rおとぼけ人形J 2001P1677 
形 6.9 奥8.0 シールrNo.2J

1678 達磨 現代 不詳 不詳 張り子 高3.8 幅2.6 1)点 B-2・2-11 鉛筆書「若宮厄八 2001P1678 
奥2.7 幡J

1679 張り子玩具 現代 不詳 不詳 張り子 おかめ田高 l組 S-14 S-16 2001P1679 
おかめひょ 18.5 幅16.0 2点
っとこ面 厚4.5

ひょっとこ:
高18.7 幅

14.3 厚5.3

1680 張り子玩具 現代 不詳 不詳 張り子 高9.2 幅9.1 l点 A-5-1-2 2001P1680 
おたふく面 厚3.2

1681 張り子玩具 現代 不詳 不詳 張り子 高8.5 幅7.8 l点 A-4-1-23 2001P1681 
猿面 奥3.2

1682 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高10.2 幅 l点 B-2-1-13 rさくら子姫J鉛 2001P1682 
起き上がり 6目9奥6.6 筆書「起上りJ
さくら子姫

1683 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高8.2 幅6.1 l点 C-2-2-9 2001P1683 
起き上がり 奥7.5
鯨乗り

1684 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高6.5 幅3.9 l点 C-2-1-10 2001P1684 
起き上がり 奥3.7
僧侶

1685 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高5.1 幅4.5 l点 1-7-19 2001P1685 
牛 長7.0

1686 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高9.0 幅6.5 l点 H-4-2-1 2001P1686 
熊金 奥6.2

1687 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高21.5幅 l点 H-3-1・11 鉛筆書「熊野J 2001P1687 
熊野 11.3奥5.3

1688 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高10.2 帽 l点 E・3・2・10 2001P1688 
犬 5.1 長9.2
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1689 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 両13.7 幅 l点 E-3・2・13 ぺン書「ウウツJ 2001P1689 
犬 11.5奥9.2

1690 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高15.7 幅 l点 H-3-1-13 2001P1690 
暫 11.8奥4.9

1691 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高21.0幅 l点 E-5-2-5 2001P1691 
首鹿 5.5 奥7.3

1692 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高5.5 幅3.9 l点 H-1-1-4 旗「横綱牛」 2001P1692 
首振り横綱 長10.1
牛

1693 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高6.7 幅4.6 l点 G-5-1-4 2001P1693 
首振り狐 奥4.2

1694 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高5.3 幅3.2 l点 A・5-1-7 2001P1694 
首振り虎 長14.0

1695 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高9.7 幅5.3 l点 ん5-2-13 2001P1695 
首振り虎 長23.0

1696 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高11.8幅 l点 E-3-1-17 2001P1696 
首振り獅子 6.2 奥6.8
舞

1697 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高14.7 幅 l点 Hふ2-1 ぺン書「ウウツj 2001P1697I 
首振り獅子 9.8 奥10目O
舞

1698 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高8.2 幅6.0 l点 A-5-1-10 2001P1698 
首振り白虎 長11.0

1699 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高11.2幅 l点 C-2-2-4 鉛筆書「だるまj 2001P1699 
達磨 8.5 奥8.4

1700 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高7.7 幅4目9 l点 B-2-2-24 鉛筆書「￥80J 2001P1700 
達磨 奥5.2

1701 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高9.2 径7.1 l点 C-2-2-8 鉛筆書「目なしだる 2001P1701 
達磨 まj

1702 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高10.5 幅 l点 C-1-1-6 2001P1702 
天神 9.7 奥3.8

1703 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高11.8幅 l点 D-1-2-13 2001P1703 
天神 11.0奥5.6

1704 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高18.5 幅 l点 C-5-2-12 値札r800J 2001P1704 
天神 8.2 奥6.0

1705 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高30.3 幅 l点 B-5-2-34 2001P1705 
天神 25.0 奥11.0

1706 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高6.6 幅5.8 l点 D-5-2-9 2001P1706 
天神 奥3.8

1707 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高5.4幅4.3 l点 B・2・2・19 2001P1707 
童女 奥4.3

1708 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高11.3幅 l点 A-5-2-12 2001P1708 
尾振り虎 5.5 長11.9

1709 張り子人形 現代 不詳 不詳 張り子 高2.4幅2.3 l点 C-5-1-3 2001P1709 
姫達磨 奥2.3
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1710 姫達磨 現代 不詳 不詳 張り子 局3.7 幅2.6 l点 Cふ1-1 鉛筆書「若宮(厄)八 2001P1710 
奥2.5 幡J

1711 姉様 現代 不詳 不詳 紙 長17.0 幅 l点 B-3-2-9 2001P1711 
4.9 

1712 巾着 現代 不詳 不詳 カラム 高21.0幅 l点 K-1 2001P1712 
シ 15.0 奥3.5

1713 貝合わせ 現代 不詳 不詳 ハマグ 高1.7幅3.3 1組 C-5-2-20 2001P1713 
リ 奥2.7

1714 貝合わせ 現代 不詳 不詳 ハマグ 高4.5 幅9.9 l組 C-5-2-18 2001P1714 
リ 奥8.0

1715 ふぐ提灯 現代 不詳 不詳 フグ 高9.4 幅7.4 l点 A-3-1-6 紋入り 2001P1715 
長11.7

1716 俵馬 現代 不詳 不詳 軽石 全体.高10.2 l組 D-3-1-17 2001P1716 
長17.6 幅 3点
7.7 

1717 でんでん太 現代 不詳 不詳 紙、竹 高14.5 幅 1 )点 E-1-2-3 2001P1717 
鼓 2.2 厚l.l

1718 でんでん太 現代 不詳 不詳 紙、竹 高21.0幅 1)点 E-1-2-3 2001P1718 
鼓 11.5厚l.l

1719 扉風ミニチ 現代 不詳 不詳 紙、木 縦33.0 横 l点 H-2-2-16 印「絵師金蔵」 2001P1719 
ユア 30.7 

1720 首人形馬 現代 不詳 不詳 紙ほか 高10.0 幅 1)点 E-2-1-3 2001P1720 
4.9 奥7.0

1721 磁器人形 現代 不詳 不詳 磁器 高2.1 長2.2 l点 H-4-1-7 2001PI721 
兎 幅1.3

1722 神輿人形 現代 不詳 不詳 真織ほ 高5.5 幅3.9 l点 G-4-2-3 2001P1722 
カ通 長6.7

1723 石人形犬 現代 不詳 不詳 石 高6.3 長 l点 E-4-2-14 2001P1723 
11.0幅4.3

1724 石人形達 現代 不詳 不詳 石 高11.0幅 1)点 H-4-1-14 2001P1724 
磨 10.0 奥7.1

1725 石人形達 現代 不詳 不詳 石 高5.1幅4.1 l点 G-5-2-10 2001P1725 
磨 奥3.0

1726 石人形遥 現代 不詳 不詳 石(黒 高6.3 幅4.8 l点 E・5・1・17 2001PI726 
磨 曜石) 奥5.1

1727 石球 現代 不詳 不詳 石(大 高4.8 径5.1 l点 E-5-1-18 2001P1727 
理石)

1728 石人形達 現代 不詳 不詳 石、木 高4.2 幅5.8 1点 E-5-2-12 2001PI728 
磨 奥3.1

1729 龍頭船 現代 不詳 不詳 竹 高9.6 幅3.2 l点 C-5-2-2 r八幡大菩薩J 2001P1729 
長9.7

1730 寵 現代 不詳 不詳 竹 高10.8 幅 l点 K・5 2001P1730 
6.5 奥7.2
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1731 龍 現代 不詳 不詳 竹 高9.0 幅7.0 l点 K-4 2001P1731 
奥7.2

1732 不詳 現代 不詳 不詳 竹ほか 高9.0 幅 l点 ん3-2-17 2001P1732 
10.5 厚1.5

1733 土箇鳩 現代 不詳 不詳 土、紙 高4.0 幅5.2 l点 H-2-1-12 2001P1733 
長4.3

1734 鯛釣り蛸 現代 不詳 不詳 士、蛸 高9.0 幅5.0 l点 A斗 1-6 印「本島J 2001P1734 
ほか 奥4.3

1735 土人形阿 現代 不詳 不詳 土、布 高10.5 幅 l点 B-3-2-11 ぺン書「阿呼童子J 2001P1735 
呼章子 5.5 奥5.2

1736 小面飾り物 現代 不詳 不詳 土、木 高14.5 幅 l点 C-4-1-7 2001P1736 
25.5 奥7.5

1737 泥めんこ飾 現代 不詳 不詳 土、木 台:高2.2 幅 l点 A-4-1-7 12個の泥めんこを 2001P1737 
り物 16.4 奥14.7 板に接着

1738 獅子舞人形 現代 不詳 不詳 土ほか 高6.7 幅6.2 l点 H・3-1・1 2001P1738 
奥4.5

1739 土人形這 現代 不詳 不詳 土ほか 高2.1長3.6 l点 0-5-1-6 2001P1739 
い子 幅2.3

1740 湯呑み 現代 不詳 不詳 陶器 高7.2 径6.8 l組 G・3-2-9G・3-2-10G・3・2・11 2001P1740 
高7.2 径6.6 3点
高7.2 径6.6

1741 瓢箪 現代 不詳 不詳 瓢箪 高10.5 幅 l点 K-19 銘「善光J 2001P1741 
7.2 奥7.2

1742 瓢箪 現代 不詳 不詳 瓢箪 高12.5 幅 l点 K・17 シール『おみくじ兵 2001P1742 
4.6 奥4.4 丹J 将棋駒「角行J

1743 瓢箪 現代 不詳 不詳 瓢箪 高14.2 幅 l点 K-14 シーJレ「天然ひょうた 2001P1743 
5.2 奥5.2 んJ

1744 瓢箪 現代 不詳 不詳 瓢箪 高14.2 幅 l点 K-10 2001P1744 
7.9 奥7.8

1745 瓢箪 現代 不詳 不詳 瓢箪 高15.3 幅 l点 K-15 シール「天然ひょうた 2001P1745 
4.8 奥4.8 んj

1746 瓢箪 現代 不詳 不詳 瓢箪 高15.3 幅 l点 K-8 2001P1746 
6.1 奥6.0

1747 瓢箪 現代 不詳 不詳 瓢箪 高17.5 幅 l点 K-7 シール「天然ひょうた 2001P1747 
7.5 奥7.5 んJ

1748 瓢箪 現代 不詳 不詳 瓢箪 高18.5 幅 l点 K-9 シーJレ「天然ひょうた 2001P1748 
6.9 奥7.0 んj

1749 瓢箪 現代 不詳 不詳 瓢箪 高8.8 幅5.3 l点 K-13 2001P1749 
奥5.2

1750 瓢箪 現代 不詳 不詳 瓢箪 高9.1 幅3.6 l点 K-16 シーJレ「天然ひょうた 2001P1750 
奥3.6 んj

1751 瓢箪 現代 不詳 不詳 瓢箪 高9.4幅4.9 l点 K-12 2001P1751 
奥5.2
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1752 瓢箪達磨 現代 不詳 不詳 瓢箪 高7.8 幅5.9 l点 C-2-2-12 2001P1752 
奥5.8

1753 片目達磨 現代 不詳 不詳 布 高12.0 幅 l点 C-2-1-6 2001P1753 
10.3 奥10.3

1754 姫達磨 現代 不詳 不詳 布、土 高7.5 幅5.8 l点 H斗 1-2
奥5.3

1755 薙万持ち人 現代 不詳 不詳 布ほか 高11.1 [隔 l点 A-4-1・3貼紙「男ならJ 2001P1755 
形 7.3 奥5.6

1756 瓢箪形龍 現代 不詳 不詳 蔓 高12.0 幅 i点 K-6 2001P1756 
7.3 奥7.2

1757 小絵馬流 現代 不詳 不詳 木、紙 高11.0幅 l点 ι2-2-1 墨書「流しびなJ 2001P1757 
し雛 ほか 16.2 

1758 横綱牛 現代 不詳 不詳 木、布 高3.5 幅3.4 l点 H-1-1-7 旗「横綱牛j 2001P1758I 
長6.8

1759 船 現代 不詳 不詳 木、布、 高13.7 幅 l点 H-2-1-3 2001P1759 
紙 4.6 長30.0

1760 船八幡丸 現代 不詳 不詳 木、布、 高20.5 幅 l点 E-2-2-4旗に『八幡丸J 2001P1760 
紙 9.5 長37.5

1761 やじろべえ 現代 不詳 不詳 木ほか 高9.2 幅4.0 l点 1-3-15 G-2-1-6 J・5-43 2001P1761 
御幣持ち猿 奥2.5

1762 木目込み人 現代 不詳 不詳 練り物、 高10.5 幅 l点 H-1-2-10 2001P1762 
形連獅子 布ほか 10.6 奥7.4
(赤獅子)

1763 藁牛 現代 不詳 不詳 藁 高8.3 幅5.3 l点 5-12 2001P1763 
長9.0

1764 藁牛 現代 不詳 不詳 藁 高8.5 幅4.2 l点 N・6 2001P1764 
長12.2

1765 藁草履ミニ 現代 不詳 不詳 藁ほか 赤:高1.3幅 l組 A-3-2-22 2001P1765 
チュア 2.8 長5.7 6点

茶:高1.4幅
2.7 長5.6
青:高1.4幅
2.9 長5.5
黄:高1.6幅
3.0 長5.6
白:高1.5幅
2.7 長5.2
白:高1.4幅
2.7 長5.5
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〈資料内訳)1 絵葉書・写真等……………....・H ・....431件436点

2 数学関係書籍...・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・.. 2件 2点

1 絵葉書・写真等

番号 名 称 時代 作 者

博多築港記念大博覧会 昭和11年 不詳
神功皇后の御出船

2 博多築港記念大博覧会 昭和11年 不詳

博多大津の股賑

3 博多築港記念大博覧会 昭和11年 不詳
元冠(文永の役)

4 博多築港記念大博覧会 昭和11年 不詳
袖湊の訣別

5 博多築港記念大博覧会 昭和11年 不詳
豊太閤博多復興

6 博多築港記念、大博覧会 昭和11年 不詳
藩祖の舞鶴城御入城

7 博多築港記念大博覧会 昭和11年 不詳
平尾の山荘

8 博多築港記念大博覧会 昭和11年 不詳

祈木屋の獄

9 福岡西公園菊楽園吉 大正~昭和前期 不詳
岡大佐屋根の上

10 太宰府北公園 大正~昭和前期 不詳正寿館より
九明館あて

11 太宰府神社神橋 大正~昭和前期 不詳

12 太宰府神社東神苑及 大正~昭和前期 不詳
文書館

13 御陵山下ノ山田井堰 大正~昭和前期 朝倉神苑会/発行

14 (玄海ノ奇勝)筑前芥屋 大正~昭和前期 芥屋藤原/発行
船津湾内

15 筑前芥屋大門正面 大正~昭和前期 玄洋館/発行

16 筑前(若杉山高野山名 大正~昭和前期 不詳
所)県祖太社宮

17 桑野華厳山仙林寺 大正~昭和前期 藤丸柳翠/撮影

18 桑野嘉麻川ノ水源首 大正~昭和前期 藤丸柳翠/撮影
淵

19 郷社長野水神社向長野 昭和4年以降 不詳
橋

20 門司名所筆立山より 大正~昭和前期 不詳
満珠千珠島を望む
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3 史学雑誌』・… H ・H ・-… H ・H ・. 15件 32点

〈総計)448件470点

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

印刷葉書 9.0x 13.9 l枚 2001P1766 

印刷葉書 8.9X 14.0 l枚 2001P1767 

印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P1768 

印 刷 業 書 8.9x 13.8 l枚 2001P1769 

印刷葉書 8.8X 13.9 l枚 2001PI770 

印刷業書 8.9x 14.0 l枚 2001PI771 

印刷葉書 8.9x 14.1 l枚 2001P1772 

印 刷 葉 書 9.0X 13.9 l枚 2001PI773 

印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001PI774 

印刷葉書 9.1 x 14.3 l枚 使用済みー 2001PI775 
部破損

色刷葉書 9.1 x 14.2 1枚 2001PI776 

色刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P1777 

印刷葉書 9.3x 14.1 1枚 2001PI778 

印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 糸島郡志摩町 2001P1779 

印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 糸島郡志摩町 2001P1780 

印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 糟屋郡篠栗町 2001P1781 
太祖神社ヵ

印 刷 葉 書 9.1XI4.2 l枚 嘉穂郡嘉穂町 2001P1782 

印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 嘉穂郡嘉穂町 2001P1783 

印刷葉書 9.0x 14.2 l枚 浮羽郡吉井町 2001P1784 

色刷業書 8.7X 13.8 1枚 2001P1785 



寄贈資料 2.水崎雄文資料

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

21 英彦山あいさつ状 大正~昭和前期 花山旅館より福岡 印 刷 葉 書 14.3X9.2 l枚 2001P1786 
中学校あて

22 八幡製鉄所河内貯水池 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2001P1787 
沢見の通水洞

23 八幡製鉄所河内貯水池 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.1 X9.1 l枚 2001P1788 
沢見分水池より大蔵貯
水池に注ぐ

24 八幡製鉄所河内貯水池 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P1789 
コ本松附近

25 線材工場 大正~昭和前期 製鉄所共済組合購 2色刷葉 9.0X 14.0 l枚 2001P1790 
買部/発行 書

26 製鉄所厚板工場 大正~昭和前期 製鉄所共済組合購 2色刷葉 9.0x 14.0 l枚 2001P1791 
買部/発行 書

27 転炉工場 大正~昭和前期 製鉄所共清組合購 2色刷葉 9.0X 13.8 l枚 2001P1792 
買部/発行 書

28 分塊工場 大正~昭和前期 製鉄所共済組合購 2色刷葉 9.0X 14.0 l枚 2001P1793 
買部/発行 書

29 (佐賀名勝)市内佐賀停 昭和前期 不詳 印刷葉書 8.9x 14.0 l枚 2001P1794 
車場

30 鹿島松蔭神社境内 大正~昭和前期 肥前鹿島十八商庖 印 刷 葉 書 9.1 x 14.3 l枚 2001P1795 
/発行

31 肥前鹿島誕生院輿教大 大正~昭和前期 宮崎雑貨庖/発行 印 刷 葉 書 8.9x 14.1 l枚 2001P1796 
師之碑並ニ発掘之古井
戸

32 佐世保鎮守府裏門善行 大正~昭和前期 鶴/発行 印刷葉書 8.9x 14.0 l枚 佐世保鎮守府 2001P1797 
章阪 -佐世保要塞

司令部許可済

33 佐世保名勝 大正~昭和前期 不詳 色刷袋 14.6X 10.0 l枚 袋のみ佐世 2001P1798 
保鎮守府・要
塞司令部許可
済 16枚l組

34 長崎県温泉公園清七 大正~昭和前期 古湯油屋商底/発 印 刷 薬 害 14.2X9.1 l枚 2001P1799 
池獄 fi 

35 旧本八景)長崎県雲仙 昭和前期 不詳 色刷葉書 9.0X 14.0 l枚 2001P1800 
公園クラブ前通の桜

36 温泉公園テニス場 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 スタンプ「温 2001P1801 
泉山登山紀
念J

37 (日本八景)(雲仙の名 昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.9X 13.9 l枚 2001P1802 
勝)絹笠山上に建てら
れし気象観測所

38 (熊本百景)水前寺成趣 大正~昭和前期 熊本西通町浜田印 印 刷 業 書 9.1 x 14.0 l枚 2001P1803 
園の景 JIDIJ 

39 (熊本百景)発星山本妙 大正~昭和前期 熊本西通町浜田印 印 刷 葉 書 14.0x9.1 l枚 2001P1804 
寺二王門 刷
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寄贈資料 2.水崎雄文資料

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

40 (熊本百景)発星山本妙 大正~昭和前期 熊本西通町浜田印 印 刷 葉 書 9.IXI4.1 l枚 200lPI805 
寺の桜馬場 局リ

41 (熊本百景)現在の熊本 大正~昭和前期 熊本西通町浜田印 印 刷 葉 書 9.IXI4.0 l枚 200lPI806 
城(第六師団司令部) 帰。

42 (熊本百景)本妙寺清正 大正~昭和前期 熊本西通町浜田/ 色 刷 葉 書 9.0X 14.0 l枚 200lPI807 
公御廟前の拝殿 製

43 (熊本百景)水前寺全景 大正~昭和前期 熊本西通町浜田印 印 刷 葉 書 9.1 X 14.4 l枚 200lPI808 
[其11 刷/発行

44 (熊本名勝)水前寺の鶴 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.1 X9.2 l枚 スタンプ「熊 200lPI809 
本水前寺j

45 (熊本名勝)水前寺庭園 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.2 X 14.2 l枚 スタンプ「熊 200lPI810 
の正面 本水前寺J

46 (熊本名勝)水前寺庭園 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 X 14.2 l枚 200lPI811 
の正面

47 (熊本名勝)水前寺圏内 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.IXI4.1 l枚 200lPI812 
の春色

48 (熊本名勝)水前寺湧水 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 X 14.2 l枚 スタンプ「熊 200lPI813 
の鰹 本水前寺J

49 (熊本名勝)水前寺湧水 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.IXI4.1 l枚 200lPI814 
の鯉

50 (熊本名勝)水前寺の庭 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.IXI4.2 l枚 スタンプ「熊 200lPI815 
園 本水前寺」

51 (熊本名勝)花陵山の桜 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.IXI4.2 l枚 2001P1816 

52 肥後本妙寺浄池廟中 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 X 14.1 l枚 スタンプ「本 200lP1817 
門 妙寺参拝紀

念J

53 (熊本百景)国宝熊本城 昭和前期 研屋支庖 印 刷 葉 書 9.0x 13.8 l枚 2001P1818 
宇土櫓(第六団司令部)

54 (熊本百景)冷泉湧き出 昭和前期 研屋支庖 印 刷 葉 書 8.9X 14.0 l枚 200lPI819 
る水前寺成趣聞の全景

55 (熊本百景)加藤清正を 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 X 14.2 I枚 2001P1820 
祭れる錦山加藤神社

56 (熊本百景)水前寺成趣 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 X 14.2 l枚 2001PI821 
園の全景

57 熊本阿蘇山山小屋よ 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0X 14.0 l枚 スタンプ「阿 200lP1822 
り大噴煙を望む 蘇山絶頂

4.8.18J 

58 阿蘇噴火山(第2集) 大正~昭和前期 不詳 印刷袋 14.2x9.9 l枚 袋のみスタ 2001PI823 
ンプ「阿蘇山
絶頂4.8.18J

59 (大阿蘇山麓)栃木温泉 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 X 13目9 l枚 2001P1824 
元湯小山旅館自宅温
泉

60 別府百景海地獄 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0X 14.0 l枚 2001P1825 
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寄贈資料 2.水崎雄文資料

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

61 別府百景水族館六勝 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 2001P1826 
園

62 別府百景定期船の解 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 2001P1827 
績

63 別府百景乙原滝、由 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0x 14.0 l枚 2001P1828 
布・鶴見連峰、貯水池、
京大地球物理学研究
所、鐘掛松

64 別府百景殖産館、砂 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0x 14.0 l枚 2001P1829 
湯温泉場、竹瓦温泉、
公会堂、小坊主地獄

65 別府百景珍らしき地 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 2001P1830 
獄の現象

66 別府百景海門寺公園、 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 2001P1831 
松原公園、別府公園

67 別府百景鶴見遊園 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚
鶴見地獄、鶴見園

68 別府百景乙原展望台、 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.0x9.1 l枚 2001P1833 
由布院金鱗湖、ケーブ
ルカ一、乙原地獄

69 別府百景別府港、港 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 2001P1834 
畔の街景、定期船の入
港、海岸通り

70 別府百景霊潮泉、不 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 2001P1835 
老泉、浜脇高等温泉

71 別府百景別府新八景 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.2X 14.0 l枚 2001P1836 
乙原遊園地全景、高崎
山

72 別府百景別府新八景 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.2X 14.0 l枚 2001P1837 
浜脇公園柴石温泉場

73 (別府名所)海岸砂場実 大正~昭和前期 不詳 印刷業書 9.0X 14.1 l枚 水着姿 2001P1838 
況

74 (別府名所)海岸砂場実 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 13.9 l枚 浴衣姿 2001P1839 
況

75 (別府名所)海岸砂場実 大正~昭和前期 不詳口井しげよ 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 使用済みー 2001P1840 
況 り津上おふじ・岩 部破損

崎おつるあて

76 (別府名所)柴石温泉場 (大正or昭和)11 和田/発行白水 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 使用済みス 2001P1841 
全景 年7月24日(消印) 克巳より川井久万 タンプ「豊後

あて 鉄輪温泉場
入湯紀念J

77 (別府名勝)滝湯実況 大正~昭和前期 不詳 印刷業書 14.1 x9.1 l枚 2001P1842 

78 (別府温泉名勝)世界最 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 14.2X9.1 l枚 2001P1843 
大の大仏

79 (別府温泉名勝)照湯地 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 2001P1844 
j詰
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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

80 別府温泉場全景 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P1845 

81 側府温泉名勝)観海寺 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 2001P1846 
温泉

82 (別府温泉名勝)海地獄 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P1847 

83 (別府温泉名勝)カマド 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 9.1XI4.1 l枚 2001P1848 
地獄

84 (別府温泉名勝)砂場の 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 2001P1849 
実況

85 (別府温泉名勝)砂場の 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 女性3人、子 2001P1850 
実況 供2人

86 (別府温泉名勝)海岸通 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0x28.2 l枚 2001P1851 
り

87 別府名所八幡地獄 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P1852 

88 別府湾上より望める旅 大正~昭和前期 成天間 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P1853 
館成天間全景

89 (別府名所)遊覧者の訪 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.9x 13.9 l枚
れ繁き九州の宝塚鶴
見の遊園

90 (別府名所)280度の熱気 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 8.9X 13.9 l枚 2001P1855 
随所に噴騰する八幡地

獄

91 (別府名所)歓楽境の中 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.9X 14.0 l枚 2001P1856 
心に美観を添ふる松原
公園

92 (別府名所)四境静寂志 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.9X 14.0 l枚 2001P1857 
高湖畔より霞棚曳く由
布鶴見の連峰を望む

93 (別府名所)山水の美を 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 8.8x 13.8 l枚 2001P1858 
集むる仏崎遊園地より

見たる風光明婦なる岡
の浦

94 別府名勝 大正~昭和前期 TS商庖/発行 色刷袋 15.3x9.8 l枚 袋のみ 2001P1859 

95 官幣大社宇佐神宮と 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 2001P1860 
奇勝鍾乳洞

96 官幣大社字佐神宮鉄ノ 大正~昭和前期 穴瀬/発行 印刷葉書 14.2x9.2 l枚 スタンプ「字 2001P1861 
鳥居 佐神宮参詣紀

念J

97 宮幣大社宇佐神宮側 大正~昭和前期 宇佐町穴瀬商庖/ 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 スタンプ「字 2001P1862 
面ヨリ見タル呉橋 発行 佐神宮参詣紀

念j

98 宇佐神宮菱形池其l 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.2X 14.2 l枚 スタンプ「字 2001P1863 
佐八幡宮参拝
紀念j

99 宇佐神宮神橋 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.2X 14.2 l枚 スタンプ『字 2001P1864 
佐八幡宮参拝
紀念」
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100 耶馬渓競秀峰全景、 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 2001P1865 
立羽田連峰、天狗岩、
美し谷

101 耶馬渓車掛岩 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 14.2x9.1 l枚 2001P1866 

102 耶馬渓上曽木絶景 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P1867 

103 耶馬渓鮎帰り 大正~昭和前期 豊前中津広津商庖 印 刷 葉 書 9.1XI4.1 l枚 スタンプ「耶 2001P1868 
/発行 馬渓観光記

念j

104 深耶馬渓夫婦岩 大正~昭和前期 鹿鳴館/発行 印 刷 葉 書 9.0XI4.1 l枚 2001P1869 

105 深耶馬渓鹿鳴館ヨリ 大正~昭和前期 鹿嶋館/発行ヵ 印刷葉書 14.1 X9.1 l枚 2001P1870 
鳶巣山鴛鷺ヶ長尾峰豊

前豊後ノ国境ヲ望ム

106 深耶馬渓道路ヨリ箪 大正~昭和前期 鹿鳴館/発行 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P1871 
艦岩ヲ望ム

107 耶馬渓八王寺岩 (大正or昭和)15 不詳 印 刷 葉 書 9.0x 13.8 l枚 スタンプ「耶 2001P1872 
年10月16日(ス 馬渓羅漢寺登
タンプ) 山記念j

108 耶馬渓旧羅漢 (大正or昭和)15 不詳 印刷葉書 8.9X 13.8 1枚 スタンプ「耶 2001P1873 
年10月16日(ス 馬渓羅漢寺登
タンプ) 山記念J

109 (耶馬渓)一ツ橋 (大正or昭和)15 不詳 印刷葉書 14.1 X9.2 l枚 スタンプ「耶 2001P1874 
年11月8日(スタ 馬渓羅漢寺登

ンコ乃 山記念j

110 (耶馬渓)山陽投筆 (大正or昭和)15 不詳 印 刷 葉 書 14.2x9.2 l枚 スタンプ「耶 2001P1875 
年11月8日(スタ 馬渓羅漢寺登

ンプ) 山記念j

111 (耶馬渓)旧羅漢 (大正or昭和)15 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 スタンプ「耶 2001P1876 
年11月8日(スタ 馬渓羅漢寺登

ンプ) 山記念j

112 (深耶馬)紅葉谷 (大正or昭和)15 不詳 印 刷 葉 書 14.0X9.1 l枚 スタンプ「耶 2001P1877 
年11月8日(スタ 馬渓羅漢寺登
ンプ) 山記念j

113 (深耶馬)一ツ家 (大正or昭和)15 不詳 印刷葉書 14.0X9.1 l枚 スタンプ「耶 2001P1878 
年11月8日(スタ 馬渓羅漢寺登
ンプ) 山記念j

114 (深耶馬)ダイガン嶺 (大正or昭和)15 不詳 印刷葉書 9.1XI4.2 l枚 スタンプ「耶 2001P1879 
年11月8日(スタ 馬渓羅漢寺登
ンプ) 山記念j

115 耶馬渓=尾母滝 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P1880 

116 耶馬渓大屋敷ヨリ津 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P1881 
民渓ヲ望ム

117 耶馬渓羅漢寺山門 大正~昭和前期 樋田中村商庖/発 印刷葉書 9.0x 13.9 l枚 2001P1882 
行

118 耶馬渓樋田洞門ヨリ 大正~昭和前期 樋問中村商庖/発 印刷葉書 9.0X 14.0 l枚 2001P1883 
青江村ヲ望ム 行
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119 耶馬渓青洞門全景 大正~昭和前期 樋田中村商庖/発 印 刷 葉 書 9.0X 14.0 l枚 2001P1884 
fr 

120 耶馬渓日本三景紀念 大正~昭和前期 樋田中村商庖/発 印 刷 葉 書 14.0X8.9 l枚 2001P1885 
碑と帯岩 fr 

121 (耶馬渓名勝)仏坂の奇 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.2X9.1 l枚 2001P1886I 
勝

122 官幣大社宮崎神宮正門 大正~昭和前期 社務所/発行 印 刷 業 書 8.7X 14.0 l枚 2001P1887 

123 官幣大社宮崎神宮神苑 大正~昭和前期 社務所/発行 印 刷 業 書 8.7X 14.0 l枚 2001P1888 

124 (神都高千穂)壮大美の 大正~昭和前期 ナス写真館/発行 印 刷 葉 書 14.0X9.1 l枚 2001P1889 
雄(逆巻)

125 (神都高千穂)鵜茅葺不 大正~昭和前期 ナス写真館/発行 印 刷 葉 書 9.1 X 14.0 l枚 2001P1890 
合尊の御陵と伝ふ附近
一帯に無数の横穴古墳
あり

126 旧向)青島海岸ヨリ戸 大正~昭和前期 不散写吟松亭/発 色刷葉書 9.2x 14.2 l枚 2001P1891 
崎ヶ鼻ノ遠望 fj ・

127 日向青島磯汀のピロ (大正or昭和)14 不詳 印 刷 葉 書 9.1 X 14.1 l枚 スタンプ「日 2001P1892 
一樹林 年10月8日(スタ 向青島記念j

ンプ)

128 日向青島公園ヨリ見 (大正or昭和)14 不詳 印 刷 葉 書 9.1 X 14.2 l枚 スタンプ「日 2001P1893 
タル青島全景 年10月8日(スタ 向青島神社参

ンプ) 拝紀念J

129 日向青島公園ヨリ見 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.9X 13.8 l枚 2001P1894 
タル青島全景

130 日向青島摂政宮殿下 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0x 14.0 l枚 2001P1895 
御野立所ト記念碑

131 日向青島西岸男岩ト 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.1 X9.1 l枚 2001P1896 
蒲葵樹

132 日向青島橋口ノ奇岩 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 X 14.2 l枚 2001P1897 

133 日向青島周囲の奇岩 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 X 14.2 l枚 2001P1898 

134 (日向)青島沿岸ノ奇岩 (大正or昭和)15 不詳 印 刷 葉 書 9.1 X 14.1 l枚 スタンプf日 2001P1899 
(其2) 年10月13日(ス 向青島神社参

タンプ) 拝紀念J

135 (日向)弥生橋(青島神社 (大正or昭和)15 不詳 印 刷 葉 書 9.1 X 14.1 l枚 スタンプ『日 2001P1900 
ノ捜瀬) 年10月13日(ス 向青島神社参

タンプ1 拝紀念J

136 日向青島熱帯植物島 (昭和)16年2月2 不詳 印 刷 葉 書 14.2X9.1 l枚 スタンプ「日 2001P1901 
デ有名ナルクワズイモ 日(スタンプ) 向青島遊覧紀

念売底鈴木
支唐J

137 日向青島熱帯植物ピ 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 X 14.2 l枚 2001P1902 
ロ一樹

138 日向青島熱帯植物ム 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 X 14.0 l枚 2001P1903 
サシアブミ
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139 日向青島島デ名高キ (昭和)16年2月2 不詳 印 刷 葉 書 14.2X9.0 l枚 スタンプ「日 2001P1904 
熱帯植物クマタケラ 日(スタンプ) 向青島遊覧紀
ン 念売庖鈴木

支庖j

140 日向青島摂政宮殿下 (昭和)16年2月2 不詳 印 刷 葉 書 9.1xI4.1 l枚 スタンプ「日 2001P1905 
御休憩所ト青島神社 日(スタンプ) 向青島遊覧紀

念売庄鈴木
支庖j

141 日向青島摂政宮殿下 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1XI4.0 l枚 2001P1906 
御休憩所ト青島神社

142 旧向青島)磯汀のビロ 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.2x 14.2 l枚 2001P1907 
一樹林

143 (日向青島)東九州の海 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.2 x 14.2 l枚 2001P1908 
岸に眠る風光絵の知き
青島の全景

144 鹿児島海岸より桜島大 大正15年6月21 侯野集景堂/発行 印 刷 葉 書 8.9x 14.2 l枚 スタンプ「鹿 2001P1909 
噴火を望む 日(スタンプ) 児島桜島遊覧

記念J

145 (桜島大爆発)大正3年l 大正15年6月21 不詳 印 刷 葉 書 14.2x9.1 l枚 スタンプ「鹿 2001P1910 
月12日午前10時半撮影 日(スタンプ) 児島桜島遊覧

記念j

146 (桜島大爆発)溶岩の為 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 8.7XI3.4 l枚 2001P1911 
めに大隅国咲花平と接
続せる桜島の瀬戸

147 (桜島大噴火)模山付近 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1XI4.1 l枚 スタンプ「桜 2001P1912 
の海中突出せる溶岩 島登山紀念J

148 (鹿児島名所)城山より 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P1913 
見たる市街と桜島

149 (鹿児島名所)天保山よ 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 14.2x9.1 l枚 2001P1914 
り見たる最近の桜島

150 (鹿児島名所)城山公園 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 2001P1915 
頂上皇太子殿下御手植
の樹木

151 (鹿児島名所)金生街通 大正~昭和前期 俣野集景堂/発行 色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 2001P1916 
り「山形屋附近j

152 (鹿児島史跡)西郷南洲 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P1917 
翁洞中記念碑及洞窟

153 腕押シト坐敷相撲 大正~昭和前期 不詳 印刷業書 14.1X9.2 l枚 方言絵はがき 2001P1918 

154 酔いどれ(エクレボ又 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 14.2x9.1 l枚 方言絵はがき 2001P1919 
はヨクレボ)

155 訪問婦人間ノ挨拶 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.2x9.1 l枚 方言絵はがき 2001P1920 

156 下宿屋の朝 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 14.2X9.1 l枚 方言絵はがき 2001P1921 

157 沖縄風景市場通り 大正~昭和前期 坂元商盾/発行 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P1922 

158 沖縄風景市場 大正~昭和前期 坂元商庖/発行 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2001P1923 

159 沖縄風景波之上大通 大正~昭和前期 坂元商庖/発行 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 2001P1924 
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160 沖縄風景龍湾ヨリ尚 大正~昭和前期 坂元商広/発行 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P1925 
邸ヲ望ム

161 (札幌名所)札幌停車場 大正~昭和前期 北海道絵葉書倶楽 印刷葉書 9.0X 14.2 l枚 2001P1926 
通 部/発行

162 (札幌名所)札幌市街中 大正~昭和前期 北海道絵葉書倶楽 印刷葉書 9.0X 14.2 l枚 2001P1927 
央部の展望 部/発行

163 (札幌名所)北海道帝国 大正13年以降 北海道絵葉書倶楽 印 刷 葉 書 9.0X14.2 l枚 2001P1928 
大学工学部 部/発行

164 (札幌名所)北海道帝国 大正~昭和前期 北海道絵葉書倶楽 印 刷 葉 書 9.0X 14.2 l枚 2001P1929 
大学附属植物園 部/発行

165 (札幌)豊平橋 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9目Ox14.2 l枚 2001P1930 

166 (北海道帯広)玲瀧と冴 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.7X 13.8 l枚 2001P1931 
え返る水の面小舟の
姿いと和やかな郊外
翠光園の景

167 (北海道帯広)きらびや 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.7X 13.8 l枚 2001P1932I 
かな庖頭の装飾股賑
錯綜する銀座街

168 (北海道帯広)生々しく 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.7X 13.8 l枚 2001P1933 
躍動する街の姿駅前
西二条通りの色彩

169 (北海道帯広)美しい自 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 8.8x 13.9 l枚 2001P1934I 
然の景にとけゆく湯の

香旭ヶ正温泉

170 (北海道帯広)彼方の空 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 8.8X13.9 l枚 2001P1935 
に漂ふ白雲大気芳は
しい製麻工場

171 (北海道層雲狭)空に聾 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 13.9x8.9 l枚 2001P1936 
ゆる大岩壁に水煙をあ
ぐる銀河の滝(雌滝)

172 真駒内種畜場4頭曳ト 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 8.9X13.9 l枚 2001P1937 
リル播種ノ実況

173 (北海道登別温泉)湯元 大正~昭和前期 不詳伊藤一歩よ 印 刷 葉 書 9.0X 14.2 l枚 使用済み 2001P1938 
熱湯噴出の壮観 り中村文三あて

174 古戦場函館五稜郭旧城 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.0X 14.2 l枚 函館要塞司令 2001P1939 
部許可

175 阿寒国立公園摩周湖 昭和9年以降 不詳 印 刷 葉 書 9.0x 14.2 l枚 2001P1940 

176 樹林地開墾 大正~昭和前期 北海道庁 印 刷 葉 書 14.2X9.0 l枚 「北海道の事 2001P1941 
情照会は殖民

課へJ

177 アイヌ踊(リムセ) 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.8X 14.0 l枚 2001P1942 

178 アイヌ結婚式 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.9x 14.0 l枚 2001P1943 

179 アイヌの祝宴 大正~昭和前期 絵葉書倶楽部/発 色刷葉書 9.0x 14.0 l枚 2001P1944 
lr 
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180 (青森県奥入渓流)緑蔭 (大正or昭和)7年 不詳 印 刷 葉 書 8.8x 13.8 l枚 スタンプ「十 2001P1945 
を縫ふて混援と流る〉 8月2日(スタン 和田神社参拝
紫明渓の清観 プ) 記念j

181 (青森県奥入渓流)奔漏 (大正or昭和)7年 不詳 印刷葉書 8.8x 14.0 l枚 スタンプ「十 2001P1946 
雪を噴いて渓澗に叫ぶ 8月2日(スタン 和田神社参拝
阿修羅の流の壮観 プ) 記念J

182 青森県竹館組合りんご 大正~昭和前期 青森名畑商庖/発 色刷葉書 8.8x 14.0 l枚 2001P1947 
園袋かけ 行

183 中尊寺金色堂旧覆堂ヵ 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.7X 13.8 l枚 2001P1948 

184 (松島名所)五大島 (大正or昭和)4年 不詳衣笠景知よ 色 刷 葉 書 9.3x 14.2 l枚 2001P1949 
8月8日消印 り河野しげ子あて

185 県社日吉神社・能代名 大正~昭和前期 金子文房堂/発行 2色刷葉 9.1 x 14.0 l枚 2001P1950 
物七夕祭 書

186 能代公園入口・故秋田 大正~昭和前期 金子文房堂/発行 2色刷葉 9.0X 14.0 l枚 2001P1951 
木材社長井坂翁 書

187 東雲飛行場 昭和前期ヵ 金子文房堂/発行 2色刷葉 9.0x 14.2 l枚 能代飛行場 2001P1952 
書 (秋田県)

188 全国唯一の栄螺堂 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1XI4.1 l枚 2001P1953 

189 水戸名所常磐公園梅 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.0x 14.1 l枚 2001P1954 
林満開其l

190 日光三代公庸門及本 大正~昭和前期 不詳 色 刷 葉 書 9.0X14.l l枚 2001P1955 
殿

191 (東京)赤阪離宮 大正~昭和前期 TOKYO 印刷葉書 8.8x 13.8 l枚 2001P1956 
MATSUMURA 

192 (東京旧本橋側面より 大正~昭和前期 TOKYO 印 刷 葉 書 8.7x 14.0 l枚 2001P1957 
三越を望む MATSUMURA 

193 (東京)芝増上寺 大正~昭和前期 TOKYO 印 刷 葉 書 8.6XI4.0 l枚 2001P1958 
MATSUMURA 

194 (東京旧比谷公園鶴の 大正~昭和前期 TOKYO 印 刷 葉 書 8.7XI4.0 l枚 2001P1959 
噴水 MATSUMURA 

195 (東京)九段靖国神社 大正~昭和前期 TOKYO 印 刷 葉 書 8.8X 13.8 l枚 2001P1960 
MATSUMURA 

196 (東京)両国国技館 大正~昭和前期 TOKYO 印 刷 葉 書 8.8X 13.9 l枚 2001P1961 
MATSUMURA 

197 (東京)帝室博物館 大正~昭和前期 TOKYO 印 刷 葉 書 8.8X 13.8 l枚 2001P1962 
MATSUMURA 

198 (大東京)東京駅 大正~昭和前期 不詳 色 刷 葉 書 9.2x 14.0 l枚 2001P1963 

199 (大東京)九段靖国神社 大正~昭和前期 不詳 色 刷 葉 書 9.0x 13.8 l枚 2001P1964 

200 (大東京)浅草観音本堂 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 9.0x 14.2 l枚 2001P1965 

201 浅草公園活動写真 大正~昭和前期 不詳 色 刷 葉 書 8.7X 13.7 l枚 2001P1966 

202 浅草仲見世 大正~昭和前期 不詳 色 刷 葉 書 8.9x 13.8 l枚 2001P1967 

203 第一相互ピルデング 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 8.8x 13.8 l枚 2001P1968 

-120一



寄贈資料 2.水崎雄文資料

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

204 帝国大学 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 8.9X 13.9 l枚 2001P1969 

205 日比谷公園噴水 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 8.8x 13.8 l枚 2001P1970 

206 常国大学大講堂 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.1 x9.1 l枚 2001P1971 

207 新橋ノ空中ヨリ備敵セ 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 2001P1972 
ル銀座方面の盛観

208 (平和記念東京博覧会) 大正11年 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 2001P1973 
第一会場夜景

209 (東京名勝)歴史を偲ぶ 大正~昭和前期 不詳 印 刷 業 書 9.1 x 14.2 l枚 裏落書きあり 2001P1974I 
桜田門

210 日本橋附近 (大正or昭和)12 東京府・東京市 印刷葉書 8.8X 13.8 l枚 使用済みス 2001P1975 
年8月4日 古賀増吉より福岡 タンプ「第七

県庁学務課安川視 回世界教育会
学あて 議記念J

211 鎌倉鶴岡八幡宮宝物陳 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 9.0x 14.1 l枚 2001P1976 
列場

212 官幣中社鎌倉宮明治 大正~昭和前期 熊野治純/撮影 色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 東京湾要塞司 2001P1977 
天皇行在所 片瀬写真館/製 令部許可済

スタンプ「鎌
倉宮参拝記
念j

213 官幣中社鎌倉宮護良 大正~昭和前期 熊野治純/撮影 色刷葉書 14.0x9.1 l枚 スタンプ「鎌 2001P1978 
親王錦直垂 片瀬写真館/製 倉宮参拝記

念J

214 (箱根神社御宝物)三仙 大正~昭和前期 箱根神社社務所/ 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 スタンプ「箱 2001P1979 
人の木像 発行 根神社参拝紀

念」

215 箱根神社宝物曽我五 大正~昭和前期 社務所/発行 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 スタンプ「箱 2001P1980 
郎時致朝臣木像・曽我 根神社参拝紀
十郎祐成朝臣木像 念J

216 箱根神社宝物親鷺聖 大正~昭和前期 社務所/発行 印 刷 葉 書 14.0x9.1 l枚 スタンプ「箱 2001P1981 
人自作ノ木像 根神社参拝紀

念J

217 箱根神社宝物曽我五 大正~昭和前期 社務所/発行 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 スタンプ「箱 2001P1982 
郎時致工藤緒経ヨリ貰 根神社参拝紀
ヒ受ケシ赤木ノ短万他 念」

218 金沢兼六公園翠爆ー 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 9.2X 14.3 l枚 一紙に4枚の 2001P1983 
(1) 名(松陰漂) 絵葉書が貼っ

である

218 金沢兼六公園螺蝶山 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 一紙に4枚の 2001P1984 
(2) 絵葉書が貼っ

である

218 金沢兼六公園霞ヶ池 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 9.2X 14.2 l枚 一紙に4枚の 2001P1985 
(3) 絵葉書が貼っ

である

218 金沢兼六公園曲水 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 一紙に4枚の 2001P1986 
(4) 絵葉書が貼っ

である
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219 (信濃善光寺)壮麗なる (大正or昭和)13 不詳 色刷葉書 9.2X 14.2 l枚 スタンプf直 2001P1987 
建築美を画する二王門 年5月8日(スタ 江津駅」

ンプ)

220 (信濃善光寺)本堂回廊 (大正or昭和)13 不詳 色刷葉書 9.2x 14.2 l枚 スタンプ「直 2001P1988 
より見たる鐙楼と其附 年5月8日(スタ 江津駅J
近 ンプ1

221 (木曽八景)小野の湯布 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.0x9.1 l枚 逸美の印あり 2001P1989 

222 富士御殿場口=合目 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0X 14.1 l枚 2001P1990 
休泊所

223 富士御殿場口七合目 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P1991 
休泊所

224 (富士御殿場大宮口)五 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 1枚 2001P1992 
合目石室休泊所

225 (富士山頂上)噴火口 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P1993 

226 (名古屋名所)大須観音 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0x 14.0 l枚 2001P1994 
堂

227 (名古屋名所)東本願寺 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0x 14.2 l枚 2001P1995 
別院

228 (名古屋名所)若宮八幡 大正~昭和前期 不詳 印 刷 業 書 9.0x 14.2 l枚 2001P1996 
宮

229 (名古屋名所)大須観音 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0X 14.2 l枚 2001P1997 
堂

230 (名古屋名所)中村公園 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.0X 14.2 l枚 2001P1998 

231 金雛 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.0x 14.2 l枚 裏に陶芸をす 2001P1999 
る人物写真あ

り

232 (豊川稲荷)庭園 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.0x 14.2 l枚 2001P2000 

233 旧本ライン)継鹿山よ 大正~昭和前期 不詳高木季生よ 印 刷 葉 書 9.0x 14.1 l通 使用済み 2001P2001 
り犬帰りの険を望む り多々野和あて

234 諏訪神社前景 大正~昭和前期 三河一色町若松 印 刷 葉 書 9.0x 14.2 l枚 2001P2002 
屋

235 御柱引起の景(23日ヨ 大正~昭和前期 三河一色町若松 印 刷 葉 書 9.0x 14.2 l枚 2001P2003 
リ24日マデ) 屋

236 倉庫ヨリ大提灯運出ノ 大正~昭和前期 三河一色町若松 印 刷 葉 書 9.0x 14.1 l枚 200 1 P2004 
景但6日朝) 屋

237 大提灯引上ゲノ光景 大正~昭和前期 コ河一色町若松 印 刷 葉 書 9.0X 14.2 l枚 2001P2005 
但6日朝) 屋

238 大提灯全景 大正~昭和前期 三河一色町若松 印 刷 葉 書 9.0X 14.2 l枚 2001P2006 
屋

239 伊勢五十鈴川の御手 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0X 14.3 l枚 2001P2007 
洗

240 伊勢外宮の神苑 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P2008 

241 伊勢内宮神苑宇治橋 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P2009 
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242 (伊勢名所)二見浦天の 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2001P201O 
岩屋

243 (伊勢名所)二見浦風景 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0X 14.0 l枚 2001P2011 

244 (伊勢名所)山田駅前 大正~昭和前期 不詳 印 刷 業 書 9.0x 14.1 l枚 2001P2012 

245 内宮前電車終点 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2013 

246 朝熊山金剛誼寺 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2014 

247 (伊勢名所)外宮神苑 (大正or昭和)12 不詳 印 刷 薬 害 9.1 x 14.0 l枚 スタンプ「伊 2001P2015 
年7月23日(スタ 勢大廟参拝紀

ンプ) 念J

248 (伊勢名勝)外宮御正殿 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2016 

249 志州鳥羽港内あらみ 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.2x 14.0 l枚 2001P2017 
小屋

250 本居宣長翁之奥墓 大正~昭和前期 山室山妙楽寺/発 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 スタンプ「本 2001P2018 
行 居宣長妙楽

寺章J

251 上古男子人形 大正~昭和前期 神苑会徴古館/発 印 刷 葉 書 14.0X9.1 l枚 2001P2019 
行東京志村写真
版印刷所/製

252 四方輿 大正~昭和前期 神苑会徴古館/発 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2020 
行東京志村写真
版印刷所/製

253 三井寺山上ヨリ湖上ノ 大正~昭和前期 三井寺観音堂/発 印 刷 葉 書 9.0x 14.0 l枚 スタンプ「三 2001P2021 I 
日ノ出ヲ望ム fi 井寺印J

254 近江比良之暮雪 大正~昭和前期 不詳 色刷薬害 9.1 x 14.0 l枚 2001P2022 

255 近江坂本官幣大社日吉 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0X 14.0 l枚 2001P2023 
神社大鳥居

256 比叡山延暦寺相輸塔 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 13.8x8.9 l枚 2001P2024 

257 比叡山大講堂紅葉ノ 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 14.0x9.1 l枚 スタンプ「参 2001P2025 
朝霧 拝紀念j

258 比叡山玉体杉ヨリ釈迦 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.0X9.1 l枚 スタンプ「参 2001P2026 
ヶ獄ヲ望ム 拝紀念J

259 (京都祇園会)橋弁慶山 大正~昭和前期 京都朝日堂/発行 色刷葉書 14.3X9.1 l枚 2001P2027 

260 (京都祇園会)黒主山 大正~昭和前期 京都朝日堂/発行 色 刷 葉 書 14.0x9.1 l枚 2001P2028 

261 (京都祇園会)鈴鹿山 大正~昭和前期 京都朝日堂/発行 色刷葉書 14.3X9.1 l枚 2001P2029 

262 京都祇園祭よい山 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 14.2x9.2 l枚 2001P2030 

263 京都祇園祭鶏鉾 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 14.2X9.1 l枚 2001P2031 

264 京都祇園祭月鉾 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 14.2x9.0 l枚 2001P2032 

265 京都祇園祭放下鉾 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 14.0x9.1 l枚 2001P2033 

266 京都祇園祭保昌山 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 14.3X9.1 l枚 200 1 P2034 
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267 清水寺轟門 大正~昭和前期 不詳 2色刷葉 9.1 x 14.2 l枚 2001P2035 
書

268 清水寺泰産阪 大正~昭和前期 不詳 2色刷葉 9.1 x 14.1 l枚 2001P2036 
書

269 清水寺絵はがき 大正~昭和前期 清水寺々務所/発 印刷袋 1O.6x 15.1 l枚 袋のみ 2001P2037 
行元木屋/製

270 京都東本願寺勅使門 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2038 

271 京都三十=間堂前大 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.0x 14.2 l枚 2001P2039 
興徳院外観

272 金閣寺陸舟松 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 14.4X9.1 l枚 2001P2040 

273 金閣寺より庭園及衣笠 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 200lP2041 
山を望む

274 京都動物園 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.8X 13.8 l枚 200 1 P2042 

275 京都北山風俗 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 13.7x8.8 l枚 200lP2043 

276 京都六角堂 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 8.8X 13.8 1枚 200 1 P2044 

277 京都平安神宮 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.7xI3.7 l枚 2001P2045 

278 伏見桃山乃木神社 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.8xI3.7 l枚 200lP2046 

279 伏見桃山乃木神社記 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 8.8X 13.7 l枚
念館

280 京都智恩院山門 大正~昭和前期 京都南風堂/発行 色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 200lP2048 

281 醍醐三宝院勅使門 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0X 14.1 l枚 桐紋の印あり 200lP2049 

282 (京都名所)北野天満宮 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.0X 14.0 l枚 200lP2050 

283 (京都名所)東寺の塔 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.0x9.0 l枚 200lP2051 

284 (京都名所)稲荷神社 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0X 14.0 l枚 200lP2052 

285 (伏見桃山)御陵前広場 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 スタンプ「桃 2001P2053 
山御陵乃木
神社参拝紀

念J

286 (伏見桃山)乃木旧邸(乃 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 200lP2054 
木将軍少年時代の家庭
教訓)

287 桃山御陵地測量隊 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 200lP2055 

288 桃山御陵地紅雪壕南方 大正~昭和前期 不詳 印刷業書 9.1 x 14.0 l枚 2001P2056 
ノ畔ヨリ二ノ丸山ヲ望
ム

289 字治川堤ヨリ桃山御陵 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 2001P2057 
地遠望

290 (伏見桃山)御香宮神社 大正~昭和前期 桃山五龍堂/発行 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 1枚

291 伏見桃山御陵側面 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.8X 14.0 l枚 2001P2059 
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292 伏見桃山桓武天皇御陵 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 スタンプf伏 2001P2060 
見桃山両御陵
参拝紀念J

293 乃木神社宝物其2大将 大正~昭和前期 乃木神社社務所 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 スタンプ「伏 2001P2061 
常用野袴・静子夫人麻 見桃山両御陵

単衣紋付 参拝紀念J

294 比叡山ケープルカー京 昭和前期 比叡山キング写真 印 刷 葉 書 13.9X9.1 l枚 2001P2062 
都口車室内部 館/発行

295 比叡山ケーブルカー京 昭和前期 比叡山キング写真 印刷業書 14.0x9.1 l枚 2001P2063 
都口進行中の鋼索電 館/発行

車(其ノ2)

296 叡山ケーブルカー京都 昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1XI4.2 l枚 2001P2064 
口車輔内部

297 叡山ケーブルカー京都 昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0X 14.2 l枚 2001P2065 
口四明ヶ獄駅全景

298 比叡山ケーブJレカー 昭和2年5月4日 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 スタンプ「比 2001P2066 
進行 (スタンプ) 叡山登山紀

念j

299 比叡山ケーブJレカー 昭和2年5月4日 不詳 印 刷 葉 書 14.0X9.0 l枚 スタンプ「比 2001P2067 
進行 (スタンプ) 叡山登山紀

念j

300 京都名所 大正~昭和前期 不詳 印刷袋 14.6X 10.3 l枚 袋のみ 2001P2068 

301 大阪天満宮 大正~昭和前期 不詳 印刷業書 8.9x 14.0 l枚 2001P2069 

302 大阪難波橋 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.9X 14.0 l枚 2001P2070 

303 (大阪名所)松島桜筋 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.2x 14.3 l枚 2001P2071 

304 (大阪名所)生国魂神社 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.2 x 14.1 l枚 200 1 P2072 

305 大阪城祉千畳敷跡 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.2 x 14.2 l枚 スタンプ「大 2001P2073 
阪城観覧記

念J

306 大阪新世界の通天閣 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.2x9.1 l枚 スタンプ「大 2001P2074 
阪新世界観覧
記念j

307 大阪大阪築港 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 スタンプf大 2001P2075 
阪築港観光記

念J

308 (大阪名勝)堺筋の偉観 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 9.2X 14.3 l枚 2001P2076 

309 (大阪名勝)堺筋之偉観 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.3X9.3 l枚 2001P2077 
白木屋呉服庖前

310 (大阪名勝)難波橋 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0x 14.0 l枚 2001P2078 

311 (大阪名勝)築港桟橋 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0X 14.2 I枚 2001P2079 

312 (大阪名勝)梅田大阪駅 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.2X 14.2 l枚 2001P2080 

313 (大阪名勝)新世界通天 大正~昭和前期 不詳 印 刷 業 書 14.0x9.1 l枚
閤
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314 躍進の大都大阪風景 大正~昭和前期 大正写真工芸所/ 印刷袋 14.8X 10.2 l枚 袋のみ 2001P2082 
を輯めて 製

315 神戸湊川新開地 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.3X9.3 l枚 2001P2083 

316 神戸大倉山公園(伊藤 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P2084 
公銅像)

317 神戸築港突堤外客神 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0x 14.4 l枚 2001P2085 
戸観光ノ人々

318 神戸摩耶ケーブル高 大正14年以降 不詳 印 刷 葉 書 9.0x 14.3 l枚 2001P2086 
尾隠道口

319 神戸港一造船所・内国 大正~昭和前期 目黒書庖 印 刷 葉 書 8.8x 14.0 l枚 2001P2087 
通ひの船

320 淡路賀集淳仁天皇御陵 大正~昭和前期 洲本三木田屋/発 印 刷 葉 書 9.0x 13.8 l枚 2001P2088 
fi 

321 淡路国オノコロ島 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.8X 14.0 l枚 200 1 P2089 

322 (奈良名勝)大仏大鐘 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 2001P2090 

323 (奈良名勝)三月堂 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P2091 

324 (奈良名勝)南円堂 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 2001P2092 

325 (奈良名勝)ーの鳥居 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 2001P2093 

326 春日御神子 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2094 

327 神鹿角伐 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2095 

328 奈良大仏鐙 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.0X9.0 l枚 2001P2096 

329 奈良南円堂 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 1枚 2001P2097 

330 奈良三月堂 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 13.8 l枚 2001P2098 

331 春日神鹿 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 200 1 P2099 

332 (奈良)猿沢の池 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 14.0x9.1 l枚 2001P2100 

333 (奈良)三笠山 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 14.0x9.1 l枚 2001P2101 

334 (奈良)大仏像 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 14.2x9.1 l枚 2001P2102 

335 大和吉野山銅の鳥居 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0X 14.1 l枚 2001P2103 

336 吉野山竹林院 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0 x 14.1 l枚 2001P2104 

337 吉野山水分神社 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 2001P2105 

338 高野山全景 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2106 

339 高野山金剛峰寺正面 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.9X 14.2 l枚 2001P2107 

340 高野山一番石碑 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.0x9.1 l枚 200lP2108 

341 高野山准眠堂と西塔 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0X 14.0 l枚 200lP2109 

342 高野山王川 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.0X 14.0 l枚 200lP2110 

343 高野山万灯寵堂 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2111 
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344 局野山六時の鐙 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.3 l枚 2001P2112 

345 高野山水向地蔵尊 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 8.9XI4.1 l枚 2001P2113 

346 (高野山)御廟の拝殿・ 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.8x 13.8 l枚 2001P2114 
万灯龍堂

347 (高野山)御影堂と三鈷 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.8x 13.8 l枚 2001P2115 
掛れりと伝ふる三鈷松

348 (高野山)伽藍・金堂よ 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.9X 13.9 l枚 2001P2116 
り六角経堂を望む

349 (高野山)美術の粋を蒐 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 8.8X 13.8 l枚 2001P2117 
めたる霊宝館

350 新和歌浦名草山の遠 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 8.6x 13.6 l枚 2001P2118 
望

351 出雲大社大鳥居 大正~昭和前期 不詳 印 刷 業 書 9.0x 14.1 l枚 2001P2119 

352 (出雲)出雲三十三所第 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2120 
一番霊場中山長谷寺

353 広島県立広島商品陳列 大正~昭和前期 広島口O堂/製 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2121 
所

354 安芸厳島二重塔 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 「大正五年四 2001P2122 
月要塞認可J

355 安芸厳島神社本社全景 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 「大正五年七 2001P2123 
月要塞認可J

356 安芸広島名所紅葉渓 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 スタンプ「厳 2001P2124 
公園 島神社参拝紀

念J

357 安芸厳島神社廻廊ヨリ 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 『要塞認可J 2001P2125 
大鳥居ヲ望ム

358 安芸厳島神社全景 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2126 

359 安芸厳島紅葉谷 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.3 l枚 2001P2127 

360 安芸厳島紅葉谷公園 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P2128 

361 安芸厳島神社廻廊 大正~昭和前期 広島口O堂/発行 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 2001P2129I 

362 安芸厳島神社石ノ大 大正~昭和前期 広島口O堂/発行 印 刷 葉 書 9.2x 14.2 l枚 2001P2130 
鳥居

363 (厳島神社)鏡ヶ池 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 スタンプ『厳 2001P2131 
島神社参拝紀
念j

364 安芸宮島神社廻廊トそ 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2132 
り橋

365 (安芸厳島名所)山上よ 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.3 l枚 2001P2133 
り見たる厳島町全景

366 安芸宮島大鳥居 大正~昭和前期 厳島神社廻廊舗三 印 刷 葉 書 9.1 x 14.3 l枚 スタンプ「大 2001P2134 
浦/発行東京図 日本三景安芸
案印刷社/印刷 園厳島参拝

紀念j
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367 厳島御笠ヶ浜ヨリ大鳥 大正~昭和前期 不詳 印刷しお 4.5X 14.2 l枚 「大正六年四 2001P2135 
居遠望 り 月要塞認可J

368 (広島名所)井ノ口海岸 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.2X 14.2 l枚 2001P2136 

369 (広島名所)江波公園 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9目OX14.1 i枚 2001P2137 

370 周防岩国錦帯橋 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 2001P2138 

371 (下関名所)小門の夜焚 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 「下関要塞司 2001P2139 
令部許可済j

372 (下関名所)官幣中社赤 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.2X 14.1 l枚 「下関要塞司 2001P2140 
間宮 令部検査済J

373 (長門秋芳洞奇勝)長淵 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.2X 14.2 l枚 2001P2141 

374 (長門秋芳洞奇勝)内部 大正~昭和前期 秋芳館/発行 印刷葉書 14.2x9.1 l枚 2001P2142 
より見たる入口

375 (長門秋芳洞奇勝)六地 大正~昭和前期 秋芳館/発行 印刷葉書 14.4x9.1 l枚 2001P2143 
蔵

376 (長門秋芳洞奇勝)按と 大正~昭和前期 秋芳館/発行 印刷葉書 14.2x9.1 2枚 2001P2144 
り ~2145 

377 (長門秋芳洞奇勝)花庭 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.2X 14.2 l枚 2001P2146 
附近

378 (金比羅宮)神苑松原 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 2001P2147 

379 (金比羅宮)宝物殿 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 2001P2148 

380 (金比羅宮)白峰神社 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P2149 

381 讃岐多度津港ヨリ小富 大正~昭和前期 善通寺町渋谷通信 印 刷 葉 書 9.0X 14.2 l枚 2001P2150 
士ノ遠望 堂/発行

382 南米ペル一国独特の草 大正時代ヵ 不詳 色刷葉書 9目1x 14.2 l枚 2001P2151 
舟と世界探検家菅野カ
夫

383 野草採集の土人と世界 大正時代ヵ 不詳 色 刷 葉 書 9.1 X14.2 l枚 ペルー 2001P2152 
探検家官野力夫

384 リオデジャネイロ市・ 大正時代ヵ 不詳 色 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 2001P2153 
在伯特命全権大使回付
七太閤下

385 ブラジルの大海布探勝 大正時代ヵ 不詳 色刷葉書 9.0x 14.0 2枚 2001P2154 
の世界探検家菅野力夫 ~2155 

386 ブラジルの日本小学校 大正時代ヵ 不詳 色 刷 業 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P2156 
の学童と世界探検家菅
野力夫

387 金剛峰要塞を目見む世界 大正時代ヵ 不詳 色 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 ハワイ 2001P2157 
探検家菅野力夫

388 ジャワ島ハイテンゾル 大正時代ヵ 不詳 色 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P2158 
ク植物園にて世界探検
家菅野力夫
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389 馬来半島に除ける邦人 大正時代ヵ 不詳 色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 2001P2159 
大経営ゴム園の壮観を
観察中の世界探検家菅

野力夫

390 南アフリカの世界探検 大正時代ヵ 不詳 色 刷 葉 書 9.1 x 14.1 1枚 2001P2160 
家菅野力夫

391 樺太庁・棒太庁豊原医 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2161 
院

392 豊原町役場・公立豊原 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2001P2162 
第一尋常高等小学校

393 豊原浄水池・豊原公園 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2001P2163 
ノ池

394 (朝鮮風俗)葬式の輿 大正~昭和前期 京城日之出商行/ 色刷葉書 9.0x 14.2 l枚 2001P2164 
発行

395 (朝鮮風俗)葬式行列 大正~昭和前期 釜山呉竹堂書庖/ 印 刷 葉 書 9.1XI4.1 l枚 2001P2165 
発行

396 群山公園 大正~昭和前期 群山白井商庖/発 印 刷 葉 書 9.1XI4.2 l枚 2001P2166 
fi ・

397 群山公立尋常高等小学 大正~昭和前期 群山白井商盾/発 印 刷 葉 書 9.1XI4.2 l枚 2001P2167I 
校 行

398 南満州熊岳城望小山 大正~昭和前期 不詳西牟田より 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 使用済み 2001P2168 
奈倉清子あて

399 大連児玉町満蒙参考 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 8.9XI4.2 l枚 2001P2169I 
品陳列館・満鉄総裁官

舎

400 (北京)万寿山に除ける 大正~昭和前期 SE臥 IDOTOKYO 色刷葉書 8.9x 13.8 l枚 2001P21701 
龍船

401 (北京)臥仏寺 大正~昭和前期 SE臥 IDOTOKYO 色 刷 葉 書 8.7XI3.8 l枚 2001P2171 

402 上海日本人倶楽部 大正~昭和前期 上海日本堂/発行 色刷葉書 9.2xI4.2 l枚 2001P2172 

403 (上海名所旧支連絡船 大正~昭和前期 上海美術風景片公 印 刷 葉 書 8.8xI3.8 l枚
長崎丸之着桟 司

404 (上海名所)紅口市場 大正~昭和前期 上海美術風景片公 印刷葉書 8.7XI3.8 l枚 2001P2174 
司

405 (上海名所)城内湖心亭 大正~昭和前期 上海美術風景片公 印 刷 葉 書 8.9X 13.8 l枚 2001P2175 
司

406 上海黄浦灘 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.0x8.8 l枚 2001P2176 

407 (台湾)角板山蕃童教育 大正~昭和前期 生蕃屋商陪/発行 色刷葉書 8.5X 13.6 l枚 2001P2177 
所

408 (台湾名物)阿里山ノ神 大正~昭和前期 不詳 印 刷 葉 書 14.1 X9.1 l枚 2001P2178 
木

409 台湾総督府台南医院 大正~昭和前期 東京神田平尾福禄 印 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 2001P2179 
堂/製
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410 台北庁全景 大正~昭和則期 台北文明堂書庖/ 印刷葉書 9.1 x 14.8 l枚 使用済み 2001P2180 
発行徳永勝次よ
り川井久万あて

411 (台南)台南公園 大正~昭和前期 台北生蕃屋本庖/ 色 刷 葉 書 8.9X 14.0 l枚 2001P2181 
印行

412 古典的の客馬車 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 8.8x 14.0 l枚 東アジアヵ 2001P2182 

413 今朝の収穫に喜ぶ農夫 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 8.9x 13.9 l枚 東アジアヵ 2001P2183 

414 世帯道具を背負ふて旅 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 8.9x 14.0 l枚 中国ヵ 2001P2184 
する農民達

415 セレベスメナド河・ 大正~昭和前期 東京印刷株式会社 色 刷 葉 書 9.0X 14.0 l枚 インドネシア 2001P2185 
土人と乳児 /印行 -スラウェシ

島

416 樹木(きぬかけの口 大正~昭和前期 不詳 色刷葉書 8.4X 13.6 l枚 日本ヵ 2001P2186 

417 伊太利国寄贈の記念碑 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 14.0x9.1 l枚 2001P2187 

418 PortArthur 20世紀 TASMANIA 印 刷 葉 書 8.5x 14.2 l枚 タスマニア 2001P2188 
GO四RNMENT
TOURlST 
BUREAU'S 

419 高山列車と山 大正~昭和前期 SE1KAlDO TOKYO 色刷葉書 13.8x8.8 l枚 裏に落書き 2001P2189 

420 高山寒地植物第2集 大正~昭和前期 不詳 色刷袋 14.5x9.8 l枚 袋のみ 2001P2190 

421 米国紐育市街 大正~昭和前期 不詳 色刷袋 14.6X9.8 l枚 袋のみ 2001P2191 

422 填太利維也納市街 大正~昭和前期 不詳 色刷袋 14.6X 10.0 l枚 袋のみ 2001P2192 

423 独逸ハンブJレク布街 大正~昭和前期 不詳 印刷袋 14.7x9.9 l枚 袋のみ 2001P2193 

424 桃山御陵鎮護の埴輪 大正元年 不詳 印刷葉書 14.0X9.0 l枚 スタンプ「明 2001P2194 
治天皇御大喪
紀念J

425 御輪車 大正元年 不詳 印 刷 薬 害 9.0X 14.1 l枚 スタンプ「明 2001P2195 
治天皇御大喪
紀念J

426 紫寝殿上ノ図 大正~昭和前期 不詳 色 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 大礼記念切手 2001P2196 
貼付

427 シベリアの少年の図 大正~昭和前期 少年倶楽部(講談 色刷葉書 14.2x9.2 l枚 2001P2197 
社)

428 牛 大正~昭和前期 不詳 印刷葉書 19.2XI4.0 l枚 2001P2198 

429 少年と少女(絵画複製 大正~昭和前期 不詳落合恵己よ 印刷葉書 9.2x 14.2 l枚 使用済みー 2001P2199 
カ) り柴田親雄あて 部破損

430 献本御案内 昭和4年11月 東京開成館より福 印刷葉書 14.0X9.2 l枚 使用済み料 2001P2200 
問中学山田光男先 金別納
生あて

431 北支那風俗写真帖 大正~昭和前期 天津中裕洋行/発 印刷書冊 13.0X 19.0 l冊 2001P2201 
fr 

-130-



寄贈資料 2.水崎雄文資料

2 数学関係の書籍

番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

432 算法新書 文政13年8月刻成 長谷川善左衛門寛千葉雄七 木版墨摺書冊 25.9x 17.9 l冊 2001P2202 
胤秀西宮弥兵衛/蔵板

433 常用曲線 明治15年8月出版 赤木周行/抄訳中村精男/校閲 印刷書冊 22.4x 15.1 l冊 2001P2203 

3 W史学雑誌』

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

434 史学雑誌第7編第4号 明治29年4月18 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.8X 14.7 l冊 117頁 434(1)2001P22041 
(1) 日 山房/発行 ~(司は l綴

434 史学雑誌第7編第5号 明治29年5月15 史学会/編集冨 印刷書冊 21.8X 14.7 l冊 100頁 434(1)2001P2205 
(2) 日 山房/発行 ~(紛は l綴

434 史学雑誌第7編第6号 明治29年6月15 史学会/編集冨 印刷書冊 21.8X 14.7 l冊 105頁 434(1)2001P2206 
(3) 日 山房/発行 ~(助は l綴

434 史学雑誌第7編第7号 明治29年7月15 史学会/編集冨 印刷書冊 21.8x 14.7 l冊 94頁 434(1) 2001P2207 
(4) 日 山房/発行 ~(8)は l綴

434 史学雑誌第7編第8号 明治29年8月15 史学会/編集冨 印刷書冊 21.8x 14.7 l冊 95頁 434(1) 2001P2208 
(5) 日 山房/発行 ~(8)は l綴

434 史学雑誌第7編第10号 明治29年10月15史学会/編集冨 印刷書冊 21.8x 14.7 l冊 112頁 434(1)2001P2209 
(6) 日 山房/発行 ~聞はl綴

434 史学雑誌第7編第11号 明治29年11月15史学会/編集冨 印刷書冊 21.8X 14.7 l冊 84頁 434(1) 2001P2210 
(7) 日 山房/発行 ~(8)は l綴

434 史学雑誌第7編第12号 明治29年12月15史学会/編集冨 印刷書冊 21.8X 14.7 l冊 101頁 434(1)2001P2211 
(8) 日 山房/発行 ~聞はl綴

435 史学雑誌第8編第2号 明治30年2月15 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 22.0x 14.8 l冊 107頁 2001P2212 
日 山房/発行

436 史学雑誌第8編第3号 明治30年3月15 史学会/編集富 印刷書冊 22.2x 14.8 l冊 118頁 2001P2213 
日 山房/発行

437 史学雑誌第8編第4号 明治30年4月15 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 22.1 x 14.9 1冊 100頁 2001P2214 
日 山房/発行

438 史学雑誌第8編第5号 明治30年5月15 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 22.0x 14.7 l冊 105頁 2001P2215 
日 山房/発行

439 史学雑誌第8編第9号 明治30年9月15 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 22.1 x 14.6 l冊 106頁 2001P2216 
日 山房/発行

440 史学雑誌第9編第4号 明治31年4月10 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 22.0X 14.7 l冊 83頁 2001P2217 
日 山房/発行

441 史学雑誌第9編第5号 明治31年5月10 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 22.0x 15.0 l冊 96頁 2001P2218 
日 山房/発行

442 史学雑誌第9編第7号 明治31年7月10 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 22.2X 14.7 l冊 82頁 2001P2219 
日 山房/発行

443 史学雑誌第10編第12 明治32年12月10史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.8x 14.6 l冊 122頁 2001P2220 
号 日 山房/発行

444 史学雑誌第11編第5号 明治33年5月10 史学会/編集冨 印刷書冊 21.8x 14.7 l冊 109頁 2001P2221 
日 山房/発行
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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

445 史学雑誌第11編第7号 明治33年7月10 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.9X 14.7 l冊 126頁 2001P2222 
日 山房/発行

446 史学雑誌第11編第11 明治33年11月10史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.7X 14.6 l冊 150頁 2001P2223 
号 日 山房/発行

447 史学雑誌第11編第12 明治33年12月10史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.8X 14.7 l冊 148頁 2001P2224 
τl% 日 山房/発行

448 史学雑誌第12編第l号 明治34年l月10 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.8x 14.8 l冊 129頁 448(1)2001P2225 
(1) 日 山房/発行 -(11)はl綴

448 史学雑誌第12編第2号 明治34年2月10 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.8X 14.8 l冊 は4頁 448(1)2001P2226 
(2) 日 山房/発行 -(11)はl綴

448 史学雑誌第12編第3号 明治34年3月10 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.8X 14.8 l冊 150頁 448(1) 2001P2227 
(3) 日 山房/発行 -(11)はl綴

448 史学雑誌第12編第4号 明治34年4月10 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.8X 14.8 l冊 112頁 448(1)2001P2228 
(的 日 山房/発行 -(11)はl綴

448 史学雑誌第12編第5号 明治34年5月10 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.8x 14.8 l冊 119頁 448(1)2001P2229 
(5) 日 山房/発行 -(11)はl綴

448 史学雑誌第12編第6号 明治34年6月10 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.8x 14.8 l冊 124頁 448(1)2001P2230 
(6) 日 山房/発行 -(11)はl綴

448 史学雑誌第12編第7号 明治34年7月10 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.8x 14.8 l冊 123頁 448(1)2001P2231 
(7) 日 山房/発行 -(11)はl綴

448 史学雑誌第12編第8号 明治34年8月10 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.8x 14.8 l冊 113頁 448(1)2001P2232 
(8) 日 山房/発行 -(11)はl綴

448 史学雑誌第12編第9号 明治34年9月10 史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.8X 14.8 I冊 115頁 448(1)2001P2233 
(9) 日 山房/発行 -(11)はl綴

448 史学雑誌第12編第11 明治34年11月10史学会/編集冨 印 刷 書 冊 21.8X 14.8 l冊 138頁 448(1)2001P2234 
(10) 号 日 山房/発行 -(11)はl鰻

448 史学雑誌第12編第12 明治34年12月10史学会/編集富 印 刷 書 冊 21.8X 14.8 l冊 170頁 448(1) 2001P2235 
(11) τEコヨ「 日 山房/発行 -(11)はl綴
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3.ユニバーシアード福岡大会組織委員会資料

〈資料内訳)1 開会式関係…...・ H ・..……………・……… 8件 9点

2 聖火リレー関係…・・・・…・・…・・……一一......11件 12点

3 入場券関係……・・・・…..........…・…・・…. 3件 4点

4 閉会式関係…・…・・・……・一一・……………14件21点

5 公式写真集・…・…・・…....・ H ・....・ H ・...……. 1件 2点

6 日程表………...・ H ・H ・H ・..…………………55件56点

7 運営マニュアJレ....・ H ・-……………...・ H ・30件37点

8 ガイドブック………………………………21件35点

9 関連イベント関係………...・ H ・.....・H ・.....2件 4点

番号 名 称 キャラクタ一等 時代 作 者

1開会式関係

開会式・閉会式のご (財)1995年ユニ

案内 パーシアード福
岡大会組織委員
JZL 2Z 

2 カパプー巾着 カパプー宣
誓

3 パンフレット(開会 シンボルマ (財)1995年ユニ

式) ーク パーシアード福
岡大会組織委員
JZL Z 

4 組立式メガホン(カ カパプー聖
パプー) 火

5 散「速報!本日に限 株式会社ミデイ
り、福岡ドームに臨 アム
時予約受付窓口開
設!J

6 振込用紙(式典用音 株式会社ミデイ
楽iGOODSPORT J アム
CD販売)

7 書簡(歓迎レセプシ 平成7年7月 (財)1995年ユニ
ョン招待状) 吉日 パーシアード福

岡大会組織委員
会会長豊田章
一郎

8 開会式実施運営計 シンボルマ (財)1995年ユニ
画 ーク カパ パーシアード福

プー聖火 岡大会組織委員
dZb2Z 、

2聖火リレー関係

9 帽子 シンボルマ アディダス製
ーク
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10 スタッフ関係………...・ H ・-…一 12件 20点

11 記念グッズ…・……・…・・ー・・…….67件111点

12 事前広報…・…・・一一・・……ー…・27件 96点

13 市民の会関係…・・…………一一… 2件 2点

14 関連広報・・・…・・…・・・一…・・・….. 4件 5点

15 記念品……...・ H ・H ・H ・..………… 2件 6点

16 ポスター…...・H ・..………………19件 21点

17 その他…………………………ー 2件 6点

〈総計)280件447点

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

色刷 リー 25.6x36.4 2点 封筒入り 2001P2236 
フレット

ビニール製 48.0x38.0 l点 No.4~7を入 2001P2237 
れる No24 
と同じ コ
カ・コーラ
の広告あり

色刷パン 36.4X25.7 l冊 2001P2238 
フレット

紙製扇形 25.0X32.0 l点 No26と同じ 2001P2239 

印刷 25.4X 18.0 l枚 式典用音楽 2001P2240 
iGOOD 
SPORTJの
CD販売の
散 No.27と
同じ

色刷 25.6X 18.2 l枚 No28と同じ 2001P2241 

印 刷 封 書 15.5x21.2 l通 8月22日開 2001P2242 
二つ折り 催 返 信 用

葉書・会場
地図・案内
各l枚ずつ
同封

印 刷 仮 綴 30.5X24.0 l冊 印刷物をフ 2001P2243 
ァイ yレした
もの

ポリエステ 36.5X34.2 l点 白色地 2001P2244 
lレ・綿



寄贈資料 3.ユニバーシアード福岡大会組織委員会資料

番号 名 称 キャラクター等 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

10 聖火保存灯 ガラス・金 33.5X79.0 2点 2001P2245 
属ランプ

11 ソックスソックス アシックス製 線・ナイロ 24.0X 14.6 l足 白 色 地 サ 2001P2246 
ン・ポリウ イズ26
レタン

12 ソックスソックス アディダス製 綿・ポリエ 47.0XlO.6 l足 白色地サ 2001P2247 
ステル・ナ イズ28-30
イロン・ポ
リウレタン

13 トーチ 金属製 73.2 l点 使用済 2001P2248 

14 トーチ 金属製 73.4 l点 未使用 2001P2249 

15 ランニングシャツ アディダス 綿・ポリエ 54.7x37.0 l点 白地に青模 200lP2250 
(女子用) ステ1レス 様サイズ

リープレス 150 

16 ランニングシャツ アディダス 綿・ポリエ 58.4x38.3 l点 白地に青模 2001P2251 
(男子用) ステルタ 様サイズ

ンクトップ 150 

17 ランニングシュー アシックス製 布・合成皮 サイズ27.5 l足 白地に青色 200lP2252 
ズ 革・ゴム製 ラインア

シックス
ターサーレ
ッシュ

18 ランニングパンツ アディダス製 ポリエステ 35.0X44.0 l点 青色地サ 2001P2253 
(女子用) Jレ・綿・ナイ イズ63

ロン・ポリ
ウレタン

19 ランニングパンツ ミズノ製 ポリエステ 31.4X42.0 l点 青色地サ 2001P2254 
(男子用) Jレ・綿・ナイ イズ76

ロン・ポリ
ウレタン

3入場券関係

20 開会式入場券・閉会 カパプー聖 平成6年11 (財)1995年ユニ 色刷 36.3X25.6 l点 申込往復は 2001P2255 
式入場券・記念入場 火 月10日-12パーシアード福 がきとー紙
券申込受付のご案 月9日受付 岡大会組織委員
内 dz』z 

21 予選競技券 カパプー宣 有効期間平 (財)1995年ユニ 色刷 7.5X 16.5 l点 パスケット 2001P2256 
書シンボ 成7年8月22パーシアード福 競技外5種
ルマーク 日-9月2日 岡大会組織委員 目の予選の

4z』z み、開催日l
回限り有効

22 チケットセット (財)1995年ユニ 色刷 各7.5X 2組 封筒入り 2001P2257 
パーシアード福 16.5 ユニパクー
岡大会組織委員 ポン券l枚
~ 予選競技券

(特別割引
料金)1枚
予選競技券
2枚 『競技
のご案内j

(色刷リー
フレット)
同封
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番号 名 称 キャラクタ}等 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

4閉会式関係

23 閉会式のご案内に (財)1995年ユニ 印刷 29.5x21.0 l枚 封筒入り 200lP2258 
ついて パーシアード福 「交通規制

岡大会組織委員 のお知ら
dz弘z せJr開会

式・閉会式
のご案内J
同封

24 カパプー巾着 シンボルマ ビニール製 48.0X38.0 2点 l点にNo25 200lP2259 
ーク カパ ~28、 l 点
プー宣誓 にNo25・26・

29を入れる
コカ・コー
ラの広告あ
り

25 パンフレット(閉会 シンボルマ (財)1995年ユニ 色 刷 パ ン 36.4x25.7 2部 9月3日開催 200lP2260 
式) ーク パーシアード福 フレツト

岡大会組織委員
ぷ~

26 組立式メガホン(カ シンボルマ 紙 製 扇 形 25.0x32.0 2点 NO.4と伺じ 200lP2261 
ノtプー) ーク カパ コカ・コー

プー聖火 ラの広告

27 散「速報!本日に限 株式会社ミデイ 印刷 25.4X 18.0 I枚 式典用音楽 200lP2262 
り、福岡ドームに臨 アム rGOOD 
時予約受付窓口開 SPORTJの
設!J CD販売の

散 No.5と
閉じ

28 振込用紙(式典用音 株式会社ミデイ 色刷 25.6x 18.2 l枚 NO.6と同じ 200lP2263 
楽rGOODSPOR T J アム
CD販売)

29 組み立て式オペラ シンボルマ 紙・プラス 8.7X 10.0 1)点 日本生命の 200lP2264 
グラス ーク カパ チック製 広告あり

プー聖火

30 書簡(福岡フェアウ 平成7年9月 (財)1995年ユニ 印刷封書 14.8X 10.0 l通 招待状の他 200lP2265 
エlレレセプション 2日開催 パーシアード福 に福岡市博

招待状) 岡大会組織委員 物館の地図
dZ』3t -封筒あり・

すべてを封
筒に入れる

31 パネル(プフシェアウェ (財)1995年ユニ 紙パネル 29.9X42.0 l点 200lP2266 
ルレセ ョン会 パーシアード福
場予想図福岡市 岡大会組織委員
博物館グランドホ 会
-)吋

32 パネル(フェアウェ (財)1995年ユニ 紙パネル 29.9X42.0 l点 200lP2267 
ルレセプション会 パーシアード福
場予想図福岡市 岡大会組織委員
博物館前庭) ぷ~

33 パンダナ(フェアウ シンボルマ 平成7年9月 (財)1995年ユニ 布製 60.0x60.0 3点 9月2日開催 200lP2268 
ェルレセプション ーク 2日開催 パーシアード福 赤・樺色地
用) 岡大会組織委員

会
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34 ポケットチーフ 平成7年 石原ケース株式 ポリエステ 24.0x24.0 2枚 鵬脂色紙 2001P2269 
会社 ル製 製ケース入

り

35 礼状 シンボルマ 平成7年9月 ユニパーシアー 印 刷 封 書 29.7X20.9 2点 ユニパーシ 2001P2270 
ーク ド組織委員会会 アードの封

長豊岡章一郎よ 筒入り
り関係者あて

36 閉会式実施運営計 シンボルマ (財)1995年ユニ 印 刷 仮 綴 29.7X20.0 l綴 印刷物をフ 2001P2271 
画 ークカパ パーシアード福 ァイルした

プ-yサイ 岡大会組織委員 もの
ン dzh z 

5公式写真集

37 第18回ユニパーシ シンボルマ 平成7年9月 フーディアム・ 色刷書冊 29.7X21.0 2冊 正誤表あり 2001P2272 
アード競技大会 ーク カパ 20日発行 コミュニケーシ
1995福岡公式写真 プー聖火・ ョン株式会社発
集 IFUKUOKA'951 宣書.yサイ fr 

ン

6日程表

38 第18回ユニパーシ シンボルマ 平成7年 (財)1995年ユニ 色刷(表紙 15目OX21.0 3部 2001P2273 
アード大会1995福 ーク パーシアード福 は色刷)
岡競技日程 岡大会組織委員 ノtンフレッ

ぷi!;; ト

39 バスケットボール シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 200 1 P2274I 
デイリープログラ ークカパ 24日 パーシアード福 フレット
ム 1st プーパスケ 岡大会組織委員

ット 会・福岡市

40 バスケットボール シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 2001P2275 
デイリープログラ ーク カパ 25日 パーシアード福 フレット
ム 2nd プーパスケ 岡大会組織委員

ット 会・福岡市

41 パスケットボール シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 2001P2276 
デイリープログラ ークカパ 26日 パーシアード福 フレット
ム 3rd プーパスケ 岡大会組織委員

ット 会・福岡市

42 バスケットボール シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 2001P2277 
デイリープログラ ークカパ 27日 パーシアード福 フレット
ム 4th プーノtスケ 岡大会組織委員

ット 会・福岡市

43 バスケットボール シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 2001P2278 
デイリープログラ ーク カノt28日 パーシアード福 フレツト
ム 5th プ-J~スケ 岡大会組織委員

ット 会・福岡市

44 バスケットボール シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 i冊 2001P2279 
デイリープログラ ーク カパ 29日 パーシアード福 フレツト
ム 6th プ-Hスケ 岡大会組織委員

ット 会・福岡市

45 バスケットボール シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 2001P2280 
デイリープログラ ーク カパ 30日 パーシアード福 フレット
ム 7th プーJ~スケ 岡大会組織委員

ット 会・福岡市
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46 バスケットポール シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 2001P2281 
デイリープログラ ークカパ 31日 パーシアード福 フレット
ム 8th プ-r<スケ 岡大会組織委員

ット 会・福岡市

47 バスケットボール シンボルマ 平成7年9月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 2001P2282 
デイリープログラ ーク カパ !日 パーシアード福 フレット
ム 9th プ-)~スケ 岡大会組織委員

ット 会・福岡市

48 バスケットボール シンボルマ 平成7年9月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 2001P2283 
デイリープログラ ークカパ 2日 パーシアード福 フレツト
ム 10th プー)~スケ 岡大会組織委員

ット 会・福岡市

49 新体操デイリープ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.1 l冊 200 1 P2284 
ログラム 1st ークカパ 26日 パーシアード福 フレツト

プ一新体操 岡大会組織委員
会・福岡市

50 新体操デイリープ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.1 l冊 2001P2285 
ログラム 2nd ーク カパ 27日 パーシアード福 フレット

プ一新体操 岡大会組織委員
会・福岡市

51 新体操デイリープ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.1 l冊 200 1 P2286 
ログラム 3rd ークカパ 28日 パーシアード福 フレット

プ一新体操 岡大会組織委員
会・福岡市

52 新体操デイリープ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.1 l冊 2001P2287 
ログラム 4th ークカパ 29日 パーシアード福 フレット

プ一新体操 岡大会組織委員
会・福岡市

53 飛込デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 2001P2288 
グラム 1st ークカパ 24日 パーシアード福 フレット

プー飛込 岡大会組織委員
会・福岡市

54 飛込デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 200 1 P2289 
グラム 2nd ークカパ 25日 パーシアード福 フレツト

プー飛込 岡大会組織委員
会・福岡市

55 飛込デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 2001P2290 
グラム 3rd ーク カパ 26日 パーシアード福 フレット

プー飛込 岡大会組織委員
会・福岡市

56 飛込デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 2001P2291 
グラム 4th ーク カパ 27日 パーシアード福 フレット

プー飛込 岡大会組織委員
会・福岡市

57 飛込デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 2001P2292 
グラム 5th ーク カパ 28日 パーシアード福 フレツト

プー飛込 岡大会組織委員
会・福岡市

58 飛込デイリープロ シンボJレマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 2001P2293 
グラム 6th ークカパ 29日 パーシアード福 フレット

プー飛込 岡大会組織委員
会・福岡市
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59 飛込デイリープロ シンボyレマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 2001P2294 
グラム 7th ーク カパ 30日 パーシアード福 フレット

プー飛込 岡大会組織委員
会・福岡市

61 水球デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 2001P2296 
グラム 1st ーク カパ 24日 パーシアード福 フレット

プー水球 岡大会組織委員
会・福岡市

62 水球デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 2001P2297 
グラム 2nd ーク カパ 25日 パーシアード福 フレット

プー水球 岡大会組織委員
会・福岡市

63 水球デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 2001P2298 
グラム 3rd ーク カパ 26日 パーシアード福 フレット

プー水球 岡大会組織委員
会・福岡市

64 水球デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 2001P2299 
グラム 4th ーク カパ 27日 パーシアード福 フレット

プー水球 岡大会組織委員
会・福岡市

65 水球デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 2001P2300 
グラム 5th ーク カパ 28日 パーシアード福 フレット

プー水球 岡大会組織委員
会・福岡市

66 水球デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7 x 21.0 l冊 2001P2301 
グラム 6th ーク カパ 29日 パーシアード福 フレット

プー水球 岡大会組織委員
会・福岡市

67 水球デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 2001P2302 
グラム 7th ークカパ 31日 パーシアード福 フレット

プー水球 岡大会組織委員
会・福岡市

68 水球デイリープロ シンボルマ 平成7年9月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 2001P2303 
グラム 8th ーク カパ l日 パーシアード福 フレット

プー水球 岡大会組織委員
会・福岡市

69 水球デイリープロ シンボルマ 平成7年9月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 2001P2304 
グラム 9th ーク カパ 2日 パーシアード福 フレット

プー水球 岡大会組織委員
会・福岡市

70 バレーボールデイ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.2 l冊 競技21日 2001P2305 
リープログラム ーク カパ 24日 パーシアード福 フレット 目、 8月25
1st プーバレー 岡大会組織委員 日の分は2

ボ-)レ 会・福岡市 部

71 バレーボールデイ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.2 2冊 2001P2306 
リープログラム ーク カパ 25日 パーシアード福 フレット
2nd プーバレー 岡大会組織委員

ボール 会・福岡市

72 バレーボールデイ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.2 l冊 2001P2307 
リープログラム ークカパ 26日 パーシアード福 フレット
3rd プーバレー 岡大会組織委員

ボール 会・福岡市
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73 バレーボールデイ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.2 l冊 2001P2308 
リープログラム ーク カパ 27日 パーシアード福 フレツト
4th プーバレー 岡大会組織委員

ボール 会・福岡市

74 バレーボールデイ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.2 l冊 2001P2309 
リープログラム ーク カパ 28日 パーシアード福 フレツト
5th プーバレー 岡大会組織委員

ボール 会・福岡市

75 バレーボールデイ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.2 l冊 2001P231O 
リープログラム ーク カパ 29日 パーシアード福 フレット

6th プーバレー 岡大会組織委員
ボール 会・福岡市

76 バレーボーノレディ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.2 l冊 2001P2311 
リープログラム ーク カパ 30日 パーシアード福 フレット
7th プーバレー 岡大会組織委員

ボール 会・福岡市

77 バレーボーlレディ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7 x 21.2 i冊 2001P2312 
リープログラム ーク カパ 31日 パーシアード福 フレツト
8th プーバレー 岡大会組織委員

ボール 会・福岡市

78 バレーボールデイ シンボルマ 平成7年9月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.2 l冊 2001P2313 
リープログラム ーク カパ l日 パーシアード福 フレット

9th プーバレー 岡大会組織委員
ボール 会・福岡市

79 バレーボールデイ シンボルマ 平成7年9月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.2 し 2001P2314 
リープログラム ーク カパ 2日 パーシアード福 フレット
10th プーバレー 岡大会組織委員

ボール 会・福岡市

80 柔道デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.8X21.0 l冊 2001P2315 
グラム 1st ーク カパ 24日 パーシアード福 フレット

プー柔道 岡大会組織委員
会・福岡市

81 柔道デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.8X21.0 l冊 2001P2316 
グラム 2nd ーク カパ 25日 パーシアード福 フレット

プー柔道 岡大会組織委員
会・福岡市

82 柔道デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.8X21目。 l冊 2001P2317 
グラム 3rd ーク カパ 26日 パーシアード福 フレット

プー柔道 岡大会組織委員
会・福岡市

83 柔道デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.8x21.0 l冊 2001P2318 
グラム 4th ーク カパ 27日 パーシアード福 フレット

プー柔道 岡大会組織委員
会・福岡市

84 柔道デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.8x21.0 l冊 2001P2319 
グラム 5th ーク カパ 28日 パーシアード福 フレット

プー柔道 岡大会組織委員
会・福岡市

85 柔道デイリープロ シンボlレマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.8x21.0 l冊 2001P2320 
グラム 6th ーク カパ 29日 パーシアード福 フレット

プー柔道 岡大会組織委員
会・福岡市
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86 野球デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 2001P2321 
グラム 1st ーク カパ 26日 パーシアード福 フレツト

プ一野球 岡大会組織委員
会・福岡市

87 野球デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 2001P2322 
グラム 2nd ーク カパ 27日 パーシアード福 フレット

プ一野球 岡大会組織委員
会・福岡市

88 野球デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 2001P2323 
グラム 3rd ーク カパ 28日 パーシアード福 フレツト

プ一野球 岡大会組織委員
会・福岡市

89 野球デイリープロ シンボlレマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l附 2001P2324 
グラム 4th ーク カパ 29日 パーシアード福 フレツト

プー野球 岡大会組織委員
会・福岡市

90 野球デイリープロ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 2001P2325 
グラム 5th ーク カパ 31日 パーシアード福 フレット

プ一野球 岡大会組織委員
会・福岡市

91 野球デイリープロ シンボルマ 平成7年9月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l冊 2001P2326 
グラム 6th ーク カパ l日 パーシアード福 フレット

プー野球 岡大会組織委員
会・福岡市

92 野球デイリープロ シンボルマ 平成7年9月 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 l冊 2001P2327 
グラム 7th ーク カパ 2日 パーシアード福 フレット

プー野球 岡大会組織委員
会・福岡市

7運営マニュアル

93 1995年ユニパーシ シンボルマ (財)1995年ユニ 印 刷 仮 綴 29.7 x 21.0 l綴 2001P2328 
アード福岡大会規 ーク カパ パーシアード績
則旧本語版) プーファミ 岡大会組織委員

リー 4Z6ヰ、

94 1995年ユニパーシ シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 l冊 2001P2329 
アード福岡大会規 ーク パーシアード福 は色刷)
則(英語・仏語版) 岡大会組織委員 書冊

ぷz』z 

95 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 29.7X21.0 l冊 2001P2330 
ル陸上競技旧本 ーク カパ パーシアード福 は色刷)
語版) プー陸上競 岡大会組織委員 書冊

技 ぷz』z 

96 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 l冊 2001P2331 
ル陸上競技(英 ーク カパ パーシアード福 は色刷)
語・仏語版) プー陸上競 岡大会組織委員 書冊

技 dzh z 

97 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 l附 2001P2332 
ルバスケット競 ーク カパ パーシアード福 は色刷)
技旧本語版) プーパスケ 岡大会組織委員 書冊

ツト dz』z 
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98 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 l冊 2001P2333 
ルバスケットボ ーク カパ パーシアード福 は色刷)
ール競技(英語・仏 プーパスケ 岡大会組織委員 書冊
語版) ット ぷ~

99 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 l冊 2001P2334 
ルフェンシング ーク カパ パーシアード福 は色刷)
競技旧本語版) プーフェン 岡大会組織委員 書冊

シング 4Z23h Z 

100 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0x 14.8 l冊 2001P2335 
lレフェンシング ーク カパ パーシアード福 は色刷)
競技(英語・仏語版) プーフェン 岡大会組織委員 書冊

シング ぷ~

101 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 l冊 2001P2336 
ルサッカー競技 ーク カパ パーシアード福 は色刷)
旧本語版) プーサッカ 岡大会組織委員 書冊

一 会

102 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 l冊 2001P2337 
ルサッカー競技 ーク カパ パーシアード福 は色刷)
(英語・仏語版) プーサッカ 岡大会組織委員 書冊

一 ~ 

103 競技運営マニュア シンボJレマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 l冊 2001P2338 
Jレ体操競技(英 ーク カパ パーシアード福 は色刷)
語・仏語版) プ一体操 岡大会組織委員 書冊

dz合~

104 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 l冊 2001P2339 
Jレ競泳競技(英 ーク カパ パーシアード福 は色刷)
語・仏語版) プ一体操 岡大会組織委員 書冊

~ 

105 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0x 14.8 l冊 2001P2340 
Jレ飛込競技(英 ーク カパ パーシアード福 は色刷
語・仏語版) プー飛込 岡大会組織委員 書冊

~ ‘ 

106 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 l冊 2001P2341 
yレ水球競技旧本 ークカパ パーシアード福 は色刷)
語版) プー水球 岡大会組織委員 書冊

会

107 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0x 14.8 l冊 2001P2342 
ル水球競技(英 ークカパ パーシアード福 は色刷)
語・仏語版) プー水球 岡大会組織委員 書冊

会

108 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 l冊 2001P2343 
ルテニス競技(日 ーク カパ パーシアード福 は色刷)
本語版) プーテニス 岡大会組織委員 書冊

会

109 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0x 14.8 l冊 2001P2344 
ルテニス競技(英 ーク カパ パーシアード福 は色刷)
語・仏語版) プーテニス 岡大会組織委員 書冊

4Z』2Z 

110 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 l冊 2001P2345 
ルバレーボール ーク カパ パーシアード福 は色刷)
競技(英語・仏語版) プーバレー 岡大会組織委員 書冊

ボール バZb2hZ 

-141-



寄贈資料 3.ユニバーシアード福岡大会組織委員会資料
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111 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0x 14.8 l冊 2001P2346 
ル柔道競技旧本 ークカパ パーシアード福 は色刷)
語版) プー柔道 岡大会組織委員 書冊

4Z』3Z 

112 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 l冊 200lP2347 
1レ柔道(英語・仏 ークカパ パーシアード楢 は色刷)
語版) プー柔道 岡大会組織委員 書冊

4z』z 

113 競技運営マニュア シンボJレマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 l冊 200 1 P2348 
lレ野球(日本語版) ークカパ パーシアード福 は色刷

プ一野球 岡大会組織委員 書冊
会

114 競技運営マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 l冊 2001P2349 
ル野球(英語・仏 ークカパ パーシアード福 は色刷
語版) プ一野球 岡大会組織委員 書冊

会

115 医療救護マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0x 14.8 2冊 2001P2350 
ル選手村診療所・ ーク パーシアード福 は色刷)
歯科診療所編 岡大会組織委員 書冊

ぷZ企3hZ 

116 医療救護マニュア シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 2冊 2001P2351 
ル競技会場・練習 ーク パーシアード福 は色刷)
会場編 岡大会組織委員 書冊

dzh z 

117 MEDICAL GUIDE シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0x 14.8 2冊 英文 2001P2352 
GUIDE MEDICAL ーク パーシアード福 は色刷)

岡大会組織委員 書冊
会

118 環境衛生対策規定 シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 14.8 2冊 2001P2353 
集 ーク パーシアード福 は色刷)

岡大会組織委員 書冊
~ 

119 ドーピング・コント シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0x 14.8 2冊 2001P2354 
ロール・マニュアル ーク パーシアード福 は色刷)

岡大会組織委員 書冊
~ 

120 DRUG FORMULARY シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0x 14.8 2冊 英語・日本 2001P2355 
ドラッグ・フォーミ ーク パーシアード福 は色刷) 語
ュラリー 岡大会組織委員 書冊

~ 

121 JR博多駅センター シンボルマ 福岡大会組織委 印刷(表紙 14.8x21.0 2冊 200lP2356 
実施要領 ークカパ 員会響備輸送本 は2色刷)

プー聖火 部 書冊

122 福岡空港センター シンボルマ 福岡大会組織委 印刷(表紙 14.8X21.0 l冊 200lP2357 
実施要領 ークカパ 員会曹備輸送本 は2色刷)

プー聖火 部 書冊

8ガイドブ.ック

123 公式ガイドブック シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷書冊 21.0X 14.8 2冊 200lP2358 
町NNERS臥DE'95 ーク l日 パーシアード福
FUKUOKAI 岡大会組織委員

ぷ~玉f
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番号 名 称 キャラクター等 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

124 競技会場マップ シンボルマ 平成7年 色刷 リー 56.0X79.6 2部 2001P2359 
ークカパ フレット
プー聖火

125 競技観戦ガイド シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 印刷(一部 44.0X27.3 l点 各競技ごと 2001P2360 
ーク 14日現在 パーシアード福 色刷) 書 のプログラ

岡大会組織委員 冊 ム
~ 

126 会場・日程案内(英 (財)1995年ユニ 色刷二折 29.8x42.0 l部 2001P2361 
語・中国語版) パーシアード福 リーフレツ

岡大会組織委員 ト
会

127 会場・日程案内(英 (財)1995年ユニ 色刷二折 29.8x42.0 l部 2001P2362 
語・ハングル版) パーシアード福 リーフレツ

岡大会組織委員 ト
4Z』3Z 

128 英語版ハンドブッ シンボルマ 平成7年8月 (財)1995年ユニ 色刷パン 21.0x 14.8 2部 2001P2363 
クruNIVERSIADE ーク パーシアード福 フレット
'95 FUKUOKA 岡大会組織委員

HANDBOOK.J 4Z』2Z 

129 UNIVERS臥DE'95 シンボルマ 平成7年4月 福岡市教育委員 色刷パン 25.7X 18.2 2部 2001P2364 
FUKUOKAガイドブ ーク カパ dZ合3ht フレット

ック プー聖火

130 テレビ観戦ガイド シンボルマ 平成7年 NHK福岡放送局 色刷二折 29.7X42.0 2部 2001P2365 
ーク カパ -限B毎日放送 リーフレツ
プーファミ -ユニパーシア ト
リー ード福岡大会組

織委員会

131 ユニバーシアード 平成7年4月 ユニパーシアー 色刷パン 21.0x 15.0 2部 2001P2366 
フェスティパルガ 25日 ドフェステイパ フレツト
イドブック ル実行委員会

132 公式プJレティン(英 シンボルマ 平成7年夏 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 2部 2001P2367 
語・イム語版)No.l ーク パーシアード福 フレツト

岡大会組織委員
会

133 公式ブルティン旧 シンボルマ 平成6年11 (財)1995年ユニ 印刷(表紙 29.7X21.2 2部 2001P2368 
本語版)No.2 ーク 月 パーシアード福 は色刷)

岡大会組織委員 パンフレツ

~ ト

134 公式プルティン(英 シンボルマ 平成6年11 (財)1995年ユニ 印刷(表紙 29.5x21.0 2部 2001P2369 
語.iム語版)No.2 ーク 月 パーシアード福 は色刷)

岡大会組織委員 書冊
4z』z 

135 公式ブルティン旧 シンボルマ 平成7年7月 (財)1995年ユニ 印刷(表紙 29.7X21.0 2部 2001P2370 
本語版)No.3 ーク パーシアード福 は色刷)

岡大会組織委員 ノtンフレツ
4Z』3Z ト

136 公式ブJレティン(英 シンボルマ 平成7年7月 (財)1995年ユニ 印刷(表紙 29.7X21.0 2部 2001P2371 
語・イム語版)No.3 ーク パーシアード福 は色刷)

岡大会組織委員 書冊
会
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137 宿泊ガイドブック シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷パン 29.7X21.0 2部 大会関係者 2001P2372 
ーク パーシアード福 フレット 用

岡大会組織委員
会

138 取材案内 シンボルマ 平成7年 (財)1995年ユニ 色刷(表紙 29.7x21.0 2部 2001P2373 
ーク パーシアード福 は色刷)

岡大会組織委員 )~ンフレツ

会 ト

139 取材ガイドブック シンボルマ 平成7年 (財)1995年ユニ 印刷(表紙 21.0X 15.0 2冊 2001P2374 
ーク パーシアード福 は色刷)

岡大会組織委員 書冊
会

140 情報提供システム シンボルマ (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 l部 2001P2375 
操作ガイド(日本語 ーク パーシアード福 フレツト
版) 岡大会組織委員

会

141 情報提供システム シンボ1レマ (財)1995年ユニ 色刷パン 29.8x21.0 3部 2001P2376 
操作ガイド(英語版) ーク パーシアード福 フレット

岡大会組織委員
会

142 報道関係施設・設備 シンボルマ 平成7年 (財)1995年ユニ 色刷(表紙 29.6X21.0 l部 2001P2377 
のサービス案内 ーク パーシアード福 は色刷)

岡大会組織委員 パンフレツ
~ ト

143 メディアADマニュ シンボルマ 平成7年 (財)1995年ユニ 色刷(表紙 29.6x21.0 2部 2001P2378 
アル ーク パーシアード福 は色刷)

岡大会組織委員 パンフレツ
会 ト

9関連イベント関係

144 ユニバーシアード 平成7年7月 ユニパーシアー 色刷パン 29.7x20.0 3部 2001P2379 
フェスティパル(イ -9月分 ドフェステイパ フレット
べント案内) Jレ実行委員会

145 ユニバーシアード 平成7年5月 ユニパーシアー 色刷パン 29.6X21.0 l部 2001P2380 
フェスティパル(イ -6月分 ドフェスティパ フレツト
ベント案内) yレ実行委員会

10スタッフ関係

146 名刺「財団法人1995 カパプー宣 (財)1995年ユニ 色刷 5.5x9.0 l点 ユニパーシ 2001P2381 
年ユニパーシアー 誓 パーシアード福 アードのロ
ド福岡大会組織委 岡大会組織委員 ゴ・カパプ
員会広報報道部長 会 ーのイラス
徳永卓郎J トあり

147 ポロシャツ(競技役 平成7年 ミズノ 綿・ポリエ 76.0X90.6 l点 衿白色、身 2001P2382 
員) ステJレ製 頃水色に自

模様入り
xoサイズ

148 Tシャツ(競技補助 平成7年 アディダス 綿・ポリエ 74.8x83.0 l点 衿白色、身 2001P2383 
役員) ステJレ製 頃水色に白

模様入り
xoサイズ
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149 Tシャツ(支援職員) 平成7年 アシックス 綿・ポリエ 73.8x85.2 3)点 白地に黒模 2001P2384 
ステル製 様入り

M.L.XOサ
イズ

150 Tシャツ(有償通訳) 平成7年 アシックス 綿・ポリエ 62.2X71.2 l点 赤地に黒模 2001P2385 
ステlレ製 様入り S 

サイズ

151 Tシャツ(語学ボラ 平成7年 アディダス 綿・ポリエ 67.2x81.0 l点 赤地に黒模 2001P2386 
ンティア) ステル製 様入り L 

サイズ

152 Tシャツ(医療関係 シンボルマ 平成7年 ミズノ 綿・ポリエ 64.8X75.6 l点 黄色地に赤 2001P2387 
者) ーク ステル製 模様入り

Lサイズ

153 Tシャツ(一般ボラ シンボルマ 平成7年 ゴールドウィン 綿・ポリエ 69.6X81.8 l点 グレー地に 2001P2388 
ンティア) ーク ステル製 紺模様入り

Lサイズ

154 ワエストポーチ シンボルマ 平成7年 ミズノ 布製 13.8X86.8 1点 白・赤・青色 2001P2389 
ーク 地黒ベル

ト付き

155 関係者用帽子(キャ シンボルマ 平成7年 ゴールドウィン ポリエステ 30.0x32.8 4点 白地 2001P2390 
ップ) ーク Jレ・綿製

156 関係者用帽子(ハッ シンボルマ 平成7年 ミズノ ポリエステ 30.4X21.5 l点 白地に黒模 2001P2391 
ト) ーク lレ・綿製 様入り

157 身分証明書(スタッ シンボルマ 平成7年 財団法人1995年 紙・アクリ 16.2 x 11.0 2点 首かけの鎖 2001P2392 
フ) ーク ユニパーシアー ル 製 写 真 あり

ド福岡大会組織 入り
委員会

11記念グッズ

158 ウインドブレーカ ミズノ ポリエステ 67.0x l点 2001P2393 
一 ル製 158.0 

159 団扇 シンボルマ 紙・プラス 34.3X24.2 2点 カパプーの 2001P2394 
ーク ティック製 絵

160 カフスボタン・タイ シンボルマ 金 属 製 金 カフス l組 プラスチッ 2001P2395 
ピンセット(四角 ーク メッキ 2.0x2.0 ク箱入り
形・赤) 厚1.8 ピ 証紙貼付

ン長5.0
厚1.5

161 カフスボタン・タイ シンボルマ 金属製金 カフス l組 プラスチッ 2001P2396 
ピンセット(四角 ーク メッキ 1.8 x 1.8 ク箱入り
形・紺) 厚2.0 ピ 証紙貼付

ン長5.0
厚1.5

162 カフスボタン・タイ シンボルマ 金属製金 カフス長 l組 プラスチッ 2001P2397 
ピンセット(楕円 ーク メッキ 径1.5 ピ ク箱入り
形・青) ン長5.0

163 カフスボタン・タイ シンボルマ 金属製金 カフス l組 プラスチッ 2001P2398 
ピンセット(八角 ーク メッキ 1.8X2.0 ク箱入り
形・緑) ピン長5.1 証紙貼付

厚1.5
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164 カフスボタン・タイ シンボルマ 金 属 製 金 カフス1.8 l組 プフスチッ 2001P2399 
ピンセット(丸みの ーク メッキ ピン5.0 ク箱入り
ある四角形・青) 証紙貼付

165 がま口 カパプーサ 布製 7.8x6.5 l点 紫 2001P2400 
ッカー

166 カンバッジ(小) カパプー聖 金属製 径6.0 4点 l点は袋入 2001P2401 
火 り円形黄

167 カンバッジ(大) カパプー聖 金属製 径8.0 2点 l点は袋入 2001P2402 
火シンボ り 青
ルマーク

168 キーチェーン カパプー宣 三英貿易株式会 布製 高21.0幅 l点 品番 2001P2403 
書 ネ土 12.5 9513825 

169 キーホルダー カパプーV 金属製 長10.6 幅 l点 袋入り 200 1 P2404 
サインシ 2.5 800円赤・
ンポルマー 白・青
ク

170 キーホルダー カパプーサ 金属製 長7.6 幅 2点 証紙貼付 2001P2405 
ッカー 3.0 袋入り

171 キーホルダー カパプー水 金属製 長8.3 幅 l点 証紙貼付 2001P2406 
球 3.1 袋入り

172 キーホルダー カパプー聖 金属製 長8.0 幅 l点 台紙っき 2001P2407 
火 3.5 

173 キーホJレダー カパプー吊 金属製 長8.0 幅 l点 袋入り 200 1 P2408 
り輪 2.5 

174 キーホルダー カパプ一野 金属製 長8.0 幅 2点 証紙貼付 2001P2409 
球 3.0 袋入り

175 キーホルダー シンボルマ 合皮の上に 長10.6 幅 l点 2001P2410 
ーク 金属製プレ 3.8 

一ト

176 キーホルダー(二連) カパプー宣 金属製 長10.2 幅 l点 袋入り 2001P2411 
誓シンボ 2.1 赤・白
ルマーク

177 小銭入れ シンボルマ 革製 7.8X7.8 2点 袋入り 200lP2412 
ーク 600円茶

色証紙貼
付

178 コンパクトミラー プラスティ 15.4X7.0 l点 袋入り 2001P2413 
ック・ガラ 400円説
ス製 明書入り

黒

179 スポーツタオル カパプー競 布製 38.4X l点 白 200lP2414 
技 109.4 

180 スポーツタオル カパプーフ 00以 Soiree 木綿製タ 35.0X79.0 2点 白地 2001P2415 
ァミリー オル地に色

席t

181 スポーツタオル シンボルマ 布製 41.0X 2点 白 2001P2416 
ーク 114.0 
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182 提灯 シンボルマ 紙・プラス 18.0 x 11.0 2点 取っ手つき 2001P2417 
ーク・カパ ティック製 赤

プー

183 定期入れ カパプー宣 布製 16.4 x 11.4 l点 赤 2001P2418 
誓

184 Tシャツ カパプー競 ミズノ 綿・ポリエ 58.0 x 71.0 l点 Sサイズ 2001P2419 
技2種 ステル製

185 Tシャツ カパプー聖 ミズノ 綿・ポリエ 67.0x82.0 l点 LLサイズ
火 ステル製

186 Tシャツ シンボルマ アデイダス 綿製 75.0x82.0 l点 0サイズ 2001P2421 
ーク

187 Tシャツ チャンピオン・ 綿・ポリエ 72.0X93.0 2点 白地にカパ
プロダクツ製 ステル製 プーの絵入

りサイズ
XO 

188 Tシャツ アシックス 綿・ポリエ 75.0x90.0 l 点 2XOサイズ 2001P2423 
ステル製

189 テレホンカード カパプーフ (財)ユニパーシ 磁気カード 8目9X5.4 l 点 台紙あり 2001P2424 
ァミリー アード福岡大会 カパプ一、

組織委員会 ピポ、ププ
lレ、ノ~}~、

ママ

190 テレホンカード カパプー宣 (財)ユニパーシ 磁気カード 8.9X5.4 l点 台紙あり 2001P2425 
誓 アード福岡大会

組織委員会

191 テレホンカード2枚 第l次・第2 永井正一・関明 磁気カード 8.9X5.4 i組 台紙あり
セット 次公式ポス 日香/デザイン

ター (財)ユニパーシ
アード福岡大会
組織委員会

192 トレーナー カパプー競 ミズノ 綿・ポリウ 65.0x 1)点 Mサイズ 2001P2427 
技師重・聖火 レタン製 145.0 

193 トレーナー カパプー聖 ミズノ 綿・ポリウ 168.0x l点 0サイズ 2001P2428 
火 レタン製 154.0 

194 ナップサック カパプー聖 布製 42.0x33.8 l点 袋入り 2001P2429 
火 700円 黒

証紙貼付

195 ナップサック シンボルマ ミズノ ナイロン製 45.0x35.6 l点 紫 2001P2430 
ーク

196 ぬいぐるみ(カパプ カパプー宣 三英貿易株式会 布製 高33.4はb 2点 2001P2431 
一人形) 誓 社 21.0 

197 ネクタイ シンボルマ 絹製 長134.0 2点 2001P2432 
ーク

198 灰皿 カパプー聖 ステンレス 径25.0 l点 1800円 円 2001P2433 
火 製 形証紙貼

付
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199 バッグタグ シンボルマ プラスティ プレート l点 2001P2434 
ーク ック・合皮 6.5X5.5 

製 ベルト長
20.0 

200 ハンドタオル カパプーフ 布製 35.4X32.0 l点 白 2001P2435 
ァミリー

201 ヴィクトリーメガ プラステイ 30.0X37.0 l点 リボン付き 2001P2436 
ホン(カパプ一、白) ック製 証紙貼付

202 紐付きボールペン シンボルマ トンボ製 プラスティ 14.0 2点 ノック式 2001P2437 
(黄・グレー) ーク ック

203 紐付きボールペン シンボルマ プラスティ 13.6 l点 間D広告 2001P2438 
(白) ーク ック製 キャップ式

204 組付きボールペン トンボ製 プラスティ 14.0 l点 ノック式 200 1 P2439 
(白・グレー) ック

205 ピンバッジ カパプーサ 金属製 2.1 X2.0 2点 袋入り K 200 1 P2440 
ッカー 字型赤

証紙貼付

206 ピンノtッジ カパプーテ 金属製 径2.0 l点 袋入り 円 2001P2441 
ニス 形紺証

紙貼付

207 ピンバッジ カパプー飛 金属製 3.6x 1.7 l点 袋入り 青 2001P2442 
ぴ込み 証紙貼付

208 ピンバッジ カパプー聖 金属製 2.0X 1.6 21点 袋入り カ 200 1 P2443 
火 パプー型

209 ピンバッジ カパプ一野 金属製 2.2x2.2 l点 袋入り U 200 1 P2444 
球 字型緑

証紙貼付

210 ピンバッジ シンボルマ 金属製 2.0X 1.6 5)点 プラスチッ 2001P2445 
ーク ク箱入り

四 角 形 白

211 ピンバッジ3点セッ カパプー聖 金属製 2.5x 1.8 2組 箱入り オ 200 1 P2446 
ト 火・宣誓・V レンジと緑

サイン

212 ピンバッジ7点セッ カパプー競 金属製 台紙1O.2x l組 袋入り黄、 200 1 P2447 
ト 技8種 15.0 緑、赤、育、

紺、黄、緑
証紙貼付

213 帽子 シンボルマ ポリエステ 11.0X60.0 l点 紺 200 1 P2448 
ーク yレ・ナイロ 庇7.0

ン製

214 帽子 シンボルマ ポリエステ 11.0 x60.0 l点 白・紫 2001P2449 
ーク lレ・ナイロ 庇7.0

ン製

215 帽子 シンボルマ ポリエステ 11.0x60.0 l点 白 2001P2450 
ーク yレ・ナイロ 庇7.0

ン製

216 ポケットティッシ 布製 8.7X 12.2 l点 袋なし紫 2001P2451 
ュカノtー
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217 マグカップ カパプー聖 陶製 高9.2 径 2点 2001P2452 
火 7.9 

218 マスコット(カパプ カパプー宣 三英貿易株式会 布製 高21.2幅 l点 吸盤付き 200 1 P2453 
一人形) 誓 社 12.5 品番

9513826 

219 麦わら帽子 リボンにカ 天然草帽 13.0x58.0 l点 証紙付き 2001P2454 
パプー競技 子 -庇幅8.0

220 麦わら帽子 天然草帽 1O.0x52.0 l点 証紙付き 2001P2455 
子 庇幅5.0

221 メガホン(カパプ プラスティ 33.3X41.0 l点 リボン付き 2001P2456 
一、 白・黄) ツク製 証紙貼付

222 メガホン(カパプ プラスティ 33.3x41.0 l点 リボン付き 2001P2457 
一、 白・紺) ック製 証紙貼付

223 ワッペン(円形・黒) シンボルマ 布製 径8.8 2点 証紙貼付 200 1 P2458 
ーク

224 ワッペン(盾型・赤) シンボルマ 布製 9.6x7.3 2点 証紙貼付 2001P2459 
ーク

12事前広報

225 全国自治宝くじ第 カパプーフ 平成6年 紙 7.0x 15.0 3組 10枚組3セ 2001P2460 
335四年末ジャンボ ァミリー ット(内パ

宝くじ ラ2組)ユ
ニパシアー
ドの挿絵入

り

226 宝くじ予約券 カパプーフ 平成6年 紙・予約券 7.6x 16.5 l点 2001P2461 
ァミリー

227 NEWS LE'廿ER(日本 シンボJレマ 平成4年8月 (財)1995年ユニ 2色刷仮 29.7X21.0 44部 第20、23， 2001P2462 
語版)第l号~第44 ーク l日~平成7パーシアード福 綴 24号は2部
号 年8月l日 岡大会組織委員 ずつ

会

228 NEWS LETTER(英語 シンボルマ 平成6年11 (財)1995年ユニ 2色刷 リ 29.7x21.0 2部 2001P2463 
版)Vol.l'2 ーク 月・平成7年 パーシアード福 ーフレット

2月 岡大会組織委員
会

229 楽譜(マスコットキ シンボルマ (財)1995年ユニ 印刷二折 29.9x42.0 2部 2001P2464 
ャラクター「カパプ ークカパ パーシアード福 リーフレツ
-Jのうた 『ブン プー宣誓・ 岡大会組織委員 ト
プンカパプー~ ) 12競技 ~ 

230 大学スポーツ研究 シンボルマ 会期平成7 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 2部 参加申込書 2001P2465 
会議 ーク 年8月24日 パーシアード福 フレツト (l冊につき

-26日 岡大会組織委員 欧文体、和
会研究会議課 文体各l枚

あり)

231 チラシ(ユニパーシ シンボルマ (財)1995年ユニ 色刷チラ 29.7X21.0 2枚 2001P2466 
アード福岡大会プ ークカパ パーシアード福 シ
レ競技会開催) プーファミ 岡大会組織委員

リー.12競 会
技
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232 募金箱 カパプー宣 (財)1995年ユニ プフスティ 両37.8 底 2点 「カパプー 2001P2467 
誓 パーシアード福 ック製カ 径13.0 募金箱j

岡大会組織委員 ノtプー型募 「世界の学
会会長豊田章 金箱 生オリンピ
一郎 ック 1995

年ユニパー
シアード福
岡大会j ロ
ゴ入り

233 ユニバーシアード シンボルマ 平成4年春 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 2部 2001P2468 
福岡大会ニュース ーク パーシアード福 フレット
『スポルテJ① 岡大会組織委員

dZ合2hZ 

234 ユニバーシアード シンボルマ 平成4年秋 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.0 2部 2001P2469 
福岡大会ニュース ーク パーシアード福 フレット
『スポルテ』② 岡大会組織委員

ぷz』z 

235 ユニバーシアード シンボルマ 平成5年春 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.1 2部 2001P2470 
福岡大会ニュース ーク パーシアード福 フレット
『スポルテ』③ 岡大会組織委員

~ 

236 ユニバーシアード シンボルマ 平成5年夏 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7X21.1 2部 2001P2471 
福岡大会ニュース ーク パーシアード禰 フレット
『スポJレテ』④ 岡大会組織委員

~ 、

237 ユニバーシアード シンボルマ 平成5年冬 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 2部 2001P2472 
福岡大会ニュース ーク パーシアード福 フレット
『スポルテ』⑤ 岡大会組織委員

ぷz』z 

238 ユニバーシアード シンボルマ 平成6年春 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.7x21.0 2部 2001P2473 
福岡大会ニュース ーク パーシアード福 フレット
『スポyレテ~@ 岡大会組織委員

dZ』3Z 

239 ユニバーシアード シンボJレマ 平成6年夏 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.6X21.0 2部 2001P2474 
福岡大会ニュース ーク パーシアード福 フレット
『スポルテ』⑦ 岡大会組織委員

dz弘z 

240 ユニバーシアード シンボルマ 平成6年冬 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.6X21.0 2部 2001P2475 
福岡大会ニュース ーク パーシアード福 フレット
『スポルテ』③ 岡大会組織委員

dZ合2hZ 

241 ユニバーシアード シンボルマ 平成7年春 (財)1995年ユニ 色刷パン 29.8X21.0 2部 2001P2476 
福岡大会ニュース ーク パーシアード福 フレット
『スポルテ』⑩ 岡大会組織委員

4z』z 

242 ユニバーシアード シンボルマ (財)1995年ユニ 色刷四折 29.7x83.0 1部 2001P2477I 
福岡大会紹介(英 ーク パーシアード福 リーフレツ
語・仏語版) 岡大会組織委員 ト

ぷ~

243 ユニバーシアード シンボルマ (財)1995年ユニ 色刷四折 29.7X83.0 l部 2001P2478 
福岡大会紹介(英 ーク パーシアード福 リーフレツ
語・中国語版) 岡大会組織委員 ト

dz』z 

一
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244 ユニバーシアード シンボルマ (財)1995年ユニ 色刷三折 21.1 x29.7 2部 2001P2479 
福岡大会紹介 ーク パーシアード福 リーフレツ

岡大会組織委員 ト
会

245 ユニバーシアード カパプーV (財)1995年ユニ 色刷三折 21.1 x29.5 2部 2001P2480 
福岡大会紹介 サイン パーシアード福 リーフレツ

岡大会組織委員 ト
会

246 ユニバーシアード シンボルマ (財)1995年ユニ 色刷四折 29.8X83.0 2部 2001P2481 
福岡大会紹介(英語 ーク パーシアード福 リーフレツ
-日本語版) 岡大会組織委員 ト

会

247 ユニバーシアード シンボルマ (財)1995年ユニ 印 刷 四 折 29.7X83.4 2部 200 1 P2482 
福岡大会紹介(英語 ーク パーシアード福 リーフレツ
版) 岡大会組織委員 ト

会

248 ユニバーシアード シンボルマ (財)1995年ユニ 色刷四折 29.7X83.4 2部 2001P2483 
福岡大会紹介(中国 ーク パーシアード福 リーフレツ
語版) 岡大会組織委員 ト

会

249 ユニバーシアード シンボJレマ (財)1995年ユニ 色刷四折 29.7X83.4 2部 200 1 P2484 
福岡大会紹介旧本 ーク パーシアード福 リーフレツ
語版) 岡大会組織委員 ト

会

250 ユニバーシアード シンボルマ (財)1995年ユニ 色刷四折 29.7x83.4 2部 2001P2485 
福岡大会紹介(ハン ーク パーシアード福 リーフレツ
グノレ版) 岡大会組織委員 ト

~ 

251 ユニバーシアード シンボルマ (財)1995年ユニ 色 刷 四 折 29.7x83.4 2部 200 1 P2486 
福岡大会組介(仏語 ーク パーシアード福 リーフレツ
版) 岡大会組織委員 ト

会

13市民の会関係

252 市民の会会員募集 カパプー宣 95ユニパーシア 色刷 リー 25.6x 18.2 l点 入会金振込 2001P2487 
要綱 誓シンポ ード福岡大会市 フレツト 用紙あり

Jレマーク 民の会

253 市民の会会員章(ピ シンボルマ 市民の会 金属製彩 1.1 XO.9 l点 2001P2488 
ンバッジ) ーク 色

14関連広報

254 名刺「福岡市教育委 カパプー宣 色刷 5.5x9.0 l点 ユニパーシ 2001P2489 
員会教育センター 書 アードのロ
庶務課事務吏員仙 ゴ・カパプ
田圭一j ーのイラス

トあり

255 鴻都 Vol.24 平成7年5月 福岡市(市長室 色刷パン 29.7X20.0 2点 特集「開幕 2001P2490 
発行 広報課)発行 フレツト まであと

100日j

256 鴻都 Vol.26 平成7年12 福岡市(市長室 色刷パン 29.7X20.0 l点 ユニパーシ 2001P2491 
月発行 広報課)発行 フレット アード特別

τt:l ョr
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257 地下鉄おでかけガ 平成7年8月 福岡市交通局 印刷 リー 40.0X27.4 l点 地下鉄マツ 2001P2492 
イド Subタイム 20日発行 フレット プ他の情報

15記念品

258 筑前博多織テープ シンボルマ 布製 80.0X40.0 l点 図柄博多祇 2001P2493 
ルセンター ーク 園山笠箱

入り

259 文鎮 シンボルマ 金属製 リ 2.0X3.5x 5点 リボンは博 2001P2494 
ーク ボン絹製 3.5 多織箱入

り

16ポスター

260 第I次公式ポスター シンボルマ 平成4年3月 デザイン永井一 色刷 103.4x l枚 81判縦位 2001P2495 
「スポーツはかる ーク 正制作 72.8 置
く国境を越える (財)1995年ユニ
/1995年ユニパーシ パーシアード福
アード福岡大会 岡大会組織委員
/1995年8月23日一9 ぷz会zh 

月3日J

261 第2次公式ポスター シンボルマ 平成5年4月 デザイン関明日 色刷 103.0x l枚 81判縦位 2001P2496 
rUNIVERS凶DE'95 ーク 香制作 72.8 置
FUKUO臥/世界の学 (財)1995年ユニ
生オリンピック パーシアード福
/1995年ユニパーシ 岡大会組織委員
アード福岡大会 f;; 
/(1995年8月23日-9
月3日)J

262 第2次公式ポスター シンボルマ 平成5年4月 デザイン関明日 色刷 73.0X51.6 2枚 82判縦位 2001P2497 
rUNIVERS臥DE'95 ーク 香制作 置
FU阻JO貼/世界の学 (財)1995年ユニ
生オリンピック パーシアード福
/1995年ユニパーシ 岡大会組織委員
アード福岡大会 会
/(1995年8月23日-9
月3日)J

263 第3次公式ポスター シンボルマ 平成7年7月 デザイン(掬電通 色刷 103.1X l枚 80判横位 2001P2498 
「人は一秒で美しL、ーク 九州制作 146.0 置
/One World T hrough (財)1995年ユニ
Universi Ty SporTs/ パーシアード福
THE 18th 岡大会組織委員
UNVERSIADE 1995 ~ 
FU限JOKAJ

264 第3次公式ポスター シンボルマ 平成7年7月 デザイン(鮒電通 色刷 103.7X l枚 81判横位 2001P2499 
「人は一秒で美し ーク 九州 制 作 73.7 置
い。 /OneWorld T (財)1995年ユニ
hrough Universi T y パーシアード福
SporTs/THE 18th 岡大会組織委員
UNVERSIADE 1995 ~ 
FUKUOKAJ 

265 第3次公式ポスター シンボルマ 平成7年7月 デザイン(掬電通 色刷 36.5X51.5 l枚 83判横位 2001P2500 
「人は一秒で美し ーク 九州 制 作 置

~ '0 /One World T (財)1995年ユニ
hrough Universi T y パーシアード福
SporTs/THE 18th 岡大会組織委員
UNVERSIADE 1995 ~ 
FUKUOKAJ 

」一
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寄贈資料 3.ユニバーシアード福岡大会組織委員会資料

番号 名 称 キャラクター等 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

266 シンボルマークポ シンボルマ 制作(財)1995年 色刷 102.8x l枚 81判縦位 2001P2501 
スター「世界を迎え ーク ユニパーシアー 72.8 置

る街キャンペー ド福岡大会組織
ン!凡JNIVERS臥DE 委員会
'95 FUKUO貼/スポ
ーツはかるく国境
を越える/1995年ユ
ニパーシアード福
岡大会/(1995年8月
23日......9月3日)J

267 シンボルマークポ シンボJレマ 制作(財)1995年 色刷 72.8X51.6 l枚 82判縦位 2001P2502 
スター『世界を迎え ーク ユニパーシアー 置

る街キャンペー ド福岡大会組織
ン!/UNlVERS民DE 委員会
'95FU乱JOKA/スポ
ーツはかるく国境
を越える/1995年ユ
ニパーシアード福
岡大会/(1995年8月
23日......9月3日)J

268 マスコットキャラ カパプー宣 制作(財)1995年 色刷 72.8X51.6 l枚 82判縦位 2001P2503 
クターポスター「世 誓 ユニパーシアー 置

界を迎える街キャ ド福岡大会組織
ンベーン!/スポー 委員会
ツはかるく国境を
越える/1995年ユニ
パーシアード福岡
大会/(1995年8月23
日......9月3日)J

269 マスコットキャラ カパプーV 制作(財)1995年 色刷 72.8X51.6 l枚 82判縦位 2001P2504 
クターポスター『世 サイン ユニパーシアー 置
界を迎える街キャ ド福岡大会組織
ンペーン!/スポー 委員会
ツはかるく国境を
越える/1995年ユニ
パーシアード福岡
大会/(1995年8月23
日......9月3日)J

270 入場券販売促進告 シンボルマ 前売期間: 制作(財)1995年 色刷 72.8X51.5 l枚 82判縦位 2001P2505 
知ポスター「闘いの ークカパ 平成7年2月 ユニパーシアー 置

数だけ、ドラマが プーファミ l日......7月31 ド福岡大会組織
ある。観る人の数 リー 日 委員会
だけ、感動がある。
/UNlVERSIADE ' 95 

Fs前uepk売uTo発k./a競売2技3中A入jug場.-3券

271 入場券販売促進告 シンボルマ 申込受付期 制作(財)1995年 色刷 36.5X51.6 l枚 83判横位 2001P2506 
知ポスター「闘いの ークカパ 間:平成6年 ユニパーシアー 置
数だけ、ドラマが プーファミ 11月10日~ ド福岡大会組織
ある。観る人の数 リー 12月9日 委員会
だけ、感動がある。
川NlVERS以DE'95

SF券uepk閉uTo会k./a開式2会3入A式場ug入券.-3場記

念入場券申込受付
中」
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寄贈資料 3.ユニバーシアード福岡大会組織委員会資料

番号 名 称 キャラクタ一等 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

272 入場券販売促進告 シンボルマ 制作(財)1995年 色刷 36.4X51.5 l枚 83判横位 2001P2507 
知ポスター「この ーク ユニパーシアー 置
夏、あいつがやて ド福岡大会組織
くる。 /OneWorld T 委員会
hrough Universi T y 
SporTs/THE 18th 
UNVERSIADE 1995 
FUKUOKNAugus T 
23-Sep T ember 
3，1995/1995年ユニ
パーシアード福岡
大会開会式・閉会式
入場券最終発売中J

273 ポスター11995年ユ シンボルマ 制作(財)1995年 色刷 102.8x l枚 81判縦位 2001P2508 
ニパーシアード福 ーク ユニパーシアー 72.7 置 ニLニニ
岡大会(8月23日-9 ド福岡大会組織 パーシアー
月3日)/若さがはじ 委員会 ドの歴史・
ける 世界の学生 スポーツば
オリンピック かりではな
/UNlVERSIADE ' 95 いユニパー
FUKUOKA シアード・

夏季大会一
覧

274 ポスター11995年ユ シンボルマ 制作(財)1995年 色刷 102.8X l枚 81判縦位 2001P2509 
ニパーシアード福 ークカパ ユニパーシアー 72.7 置福岡大
岡大会(8月23日一9 プー宣誓・ ド福岡大会組織 会の概要・
月3日)/1995年 夏 ファミリー 委員会 スローガン
福岡で競う技と力 「スポーツ
/UNlVERSIADE ' 95 は軽く国境
FUKUOKA を越えるj

275 ポスター11995年ユ シンボルマ 制作(財)1995年 色刷 102.8x 2枚 81判縦位 2001P2510 
ニパーシアード福 ーク ユニパーシアー 72.7 置鈴木大
岡大会(8月23日-9 ド福岡大会組織 地旧本)・黄
月3日)/次代のゴー 委員会 永詐(韓国)・
ルドメダリストは マット・ビ
ここから生まれる オンデイ
/UNNERSIADE '95 (アメリカ)・
FUKUOKAJ 前田治(日

本)・パビエ
lレ・ソトマ
イヨ-Jレ
(キューノ~)・
川合俊一
旧本)・佐藤
恵旧本)

276 ポスター11995年ユ シンボルマ 制作(財)1995年 色刷 102目8x l枚 81判縦位 2001P2511 
ニパーシアード福 ーク カパ ユニパーシアー 72.7 置競技日
岡大会(8月23日ー9 プーVサイ ド福岡大会組織 程・会場案
月3日)/アスリート ン 委員会 (第2案)
の舞台はそろった
/UNNERSIADE ' 95 
FUKUOKAJ 
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寄贈資料 3.ユニバーシアード福岡大会組織委員会資料

番号 名 称、 キャラクター等 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

277 ポスターfl995年ユ シンボルマ 制作(財)1995年 色刷 102.8X l枚 81判縦位 2001P2512 
ニパーシアード福 ークカパ ユニパーシアー 72.7 置東平尾
岡大会(8月23日ー9 プー陸上競 ド福岡大会組織 公園博多の
月3日)/そして世界 技・パスケ 委員会 森陸上競技
が福岡に集まる ット・競泳・ 場・同専用
/UNlVERSIADE ' 95 飛込 球技場(仮
FUKUOKAJ 称)・福岡県

立スポーツ
センター
(仮称)・福岡
県立総合プ
ール

278 ポスターr1995年ユ シンボルマ 制作(財)1995年 色刷 102.8X l枚 81判縦位 2001P2513 
ニパーシアード福 ークカパ ユニパーシアー 72.7 置主要施
岡大会但月23日-9 プー聖火ラ ド福岡大会組織 設紹介(選
月3日)/興奮と感動 ンナー・体 委員会 手村・福岡
の瞬間 操・水球 ドーム・マ
川NNE路弘DE'95 リンメッ
FUKUOKAJ セ・福岡市

立西市民プ
-)吋

17その他

279 紙袋 紙製袋 45.0X 7点 カパプーの 2001P2514 
31.0x 11.0 絵と「世界

の学生オリ
ンピック
1995年ユニ
パーシアー
ド福岡大
会j のロゴ
入り

280 土鈴「鈴こよみj 博多人形商工業 陶製 8.0 l点 木製台・紙 2001P2515 
協同組合 製台っき

箱入り
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寄贈資料 4.草場勇喜枝・安藤満喜子資料(追加分)

4.草場勇喜枝・安藤満喜子資料(追加分)

〈資料内訳)1 米穀検査・農業関係……・…...・H ・....・H ・..55件55点

2 水産・気象関係...・ H ・.....・ H ・H ・H ・...・ H ・....6件 6点

3 政治・経済学関係・………...・H ・......・H ・...22件22点

4 戦時関係...・ H ・H ・H ・..………...・ H ・...・ H ・....67件67点

5 衛生・家政学関係....・ H ・-…....・ H ・....・ H ・..15件15点

1 米穀検査・農業関係

番号 名 称 時代 作者 品質・形状

神奈川県立農業学 大正2年5月l井口丑ー講演 印刷書冊
校学友会雑誌第3 日講演 長谷川英一郎筆
号附録二宮翁の 記者
研究

2 福岡県穀物検査所 昭和3年5月5福岡県穀物検査 印刷書冊
報昭和3年5月号 日 所

3 福岡県穀物検査所 昭和3年8月 福岡県穀物検査 印刷書冊
報昭和3年8月号 10日 所

4 米穀法に関する参 昭和3年11月 東京米穀商品取 印刷書冊
考資料 22日 引所

5 福岡県米穀検査の 昭和4年4月 福岡県穀物検査 印刷書冊
概 要 自 昭 和2年 25日 所
10月1日至昭和3
年9月30日

6 米穀界昭和4年9昭和4年9月 福岡県穀物検査 印刷書冊
月号 30日 所

7 米に関する調査成 昭和5年2月 福岡県穀物検査 印刷小冊
績(其のー) 25日 所 子

8 米に関する調査成 昭和5年3月 福岡県穀物検査 印刷小冊
績(其の三) 31日 所 子

9 米に関する調査成 昭和5年3月 福岡県穀物検査 印刷小冊
績(其の三) 31日 所 子

10 昭和3年度福岡県 昭和5年5月 福岡県穀物検査 印刷小冊
米穀検査の概要 10日 所 子

11 米穀界昭和5年7昭和5年7月 福岡県穀物検査 印刷書冊
月号 30日 所

12 米に関する調査成 昭和5年10月 福岡県穀物検査 印刷小冊
績(其の二) 20日 所 子

13 米穀界昭和5年 昭和5年10月 福岡県穀物検査 印刷書冊
10月号 31日 所

14 昭和4年度福岡県 昭和5年11月 福岡県穀物検査 印刷小冊
小麦検査の概要 30日 所 子

15 米穀界昭和5年 昭和5年12月 福岡県穀物検査 印刷書冊
12月号 20日 所
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6 教科書・学校教育関係…...・H ・..12件 12点

7 宗教関係….....・ H ・....….....・ H ・"10f牛 10点

8 社会教育関係・・ H ・H ・....・ H ・...・ H ・.18件 18点

9 その他……...・ H ・..……………… 3件 3点

〈総計)208件208点

法量 員数 備考 整理番号 ー備品番号

19.0x 13.0 l冊 55-1 2001P2516 

22.2X 15.2 l冊 113-46 2001P2517 

21.9x 15.0 l冊 表紙裏に正誤表 113-44 2001P2518 
目次に朱筆『悲
むへき米の包装
と売買単位J

21.8x 14.7 l冊 48 2001P2519 

22.4X 15.5 l冊 表紙に朱印(草 113-45 2001P2520 
場)

22.3X 15.1 l冊 113-41 2001P2521 

22.2x 15.3 l冊 113-43 2001P2522 

22.3x 15.1 l冊 米穀界昭和5年3113-18 2001P2523 
月号附録昭和
4年施行

22.3x 15.1 l冊 昭和4年施行 113-39 2001P2524 

22.5x 15.3 l冊 113-37 2001P2525 

22.2x 15.1 l冊 113-36 2001P2526 

22.2x 15.2 l冊 昭和3年施行 113-42 2001P2527 
所報臨時増刊

22.3x 15.2 l冊 113-30 2001P2528 

22.3X 15.3 l冊 正誤表あり 113-35 2001P2529 

22.2 x 15.1 l冊 正誤表あり 113-29 2001P2530 



寄贈資料 4.草場勇喜枝・安藤満喜子資料(追加分)

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理番号 備品番号

16 米に関する調査成 昭和6年l月 福岡県穀物検査 印刷書冊 22.3X 15.1 l冊 113-28 2001P2531 
績(其の四) 籾貯 28日 所
蔵と玄米貯蔵の得
失・米貯蔵より観
たる俵.肌麻袋の
優劣・商品価値よ
り観たる桶貯蔵米

17 穀物検査の話 昭和6年2月 草場所長述福 印刷書冊 19目Ox13.1 l冊 113-27 2001P2532 
28日 岡県穀物検査所

18 穀物検査の話 昭和6年3月 草場所長述福 印刷書冊 18.7x 13.0 l間 「贈呈福岡穀 113-1 2001P2533 
25日 岡県穀物検査所 物検査所長Jの

紙札アリ

19 穀物検査の話 昭和6年3月 草場所長述福 印 刷 書 冊 18.7 x 13.0 l冊 「贈呈福岡穀 113-26 2001P2534 
25日 岡県穀物検査所 物検査所長Jの

紙札あり

20 昭和4年度福岡県 昭和6年3月 福岡県穀物検査 印 刷 書 冊 22.2X 15.2 l冊 113-24 2001P2535 
米穀検査の概要 31日 所

21 米穀界昭和6年3昭和6年3月 福岡県穀物検査 印 刷 書 冊 22.3x 15.1 l冊 113-25 2001P2536 
月号 31日 戸万

22 米穀界昭和6年6昭和6年6月 福岡県穀物検査 印刷書冊 22.3X 15.1 l冊 「大日本米穀会 113-23 
月号 20日 所 第25周年記念論

文集Jのチラシ
あり

23 米穀界昭和6年8昭和6年8月l 福岡県穀物検査 印刷書冊 22.3x 15.1 l冊 113-21 
月号 日 所

24 昭和5年度福岡県 昭和6年9月l福岡県穀物検査 印 刷 書 冊 22.3x 15.0 l冊 表紙に朱印「草 113-20 2001P2539I 
小麦検査の概要 日 所 場J

25 昭和5年度福岡県 昭和6年9月l 福岡県穀物検査 印 刷 書 冊 22.3X 15.1 l冊 表紙に朱印「草 113-22 
菜種検査の概要 日 戸庁 場」

26 病害虫駆除予防関 昭和9年3月 印刷書冊 18.0x 10.7 l冊 87 2001P2541 I 
係法規及例規 31日

27 農村負債整理組合 昭和13年3月 農林省経済厚生 印 刷 書 冊 14.8x 10.6 l冊 99 200 1 P2542I 
法関係法規 28日 部

28 本県の穀物事情 昭和5年10月 草場穀物検査所 印刷小冊 22.6 x 15.1 l冊 表紙に朱印「草 113-10 2001P2543 
長講述 子 場J

29 穀物検査事業一覧 昭和5年10月 福岡県穀物検査 印刷小冊 22.7X 14.9 l冊 113-11 2001P2544 
所 子

30 穀物鑑定表 昭和5年10月 穀物検査所藤 印刷小冊 22.5X 15.0 l冊 113-13 2001P2545 
農林技手議述 子

31 稲及米の病害虫に 昭和5年10月 県農務課今泉 印 刷 小 冊 22.5x 15.0 l冊 113-14 2001P2546 
就て 農林技師講述 子

32 穀物検査及検査吏 昭和5年10月 草場穀物検査所 印刷小冊 22.3X 15.1 l冊 113-16 2001P2547 
員の心得 長講述 子

33 福岡県穀物検査所 昭和5年10月 印刷小冊 22.7X 15.0 l冊 113-17 2001P2548 
の主なる施設事項 子

34 福岡県穀物検査所 昭和5年10月 印刷小冊 22.6x 15.3 l冊 113-31 2001P2549 
の主なる施設事項 子
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寄贈資料 4.草場勇喜枝・安藤満喜子資料(追加分)

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備考 整理番号 備品番号

35 地主懇談会資料 昭和5年10月 福岡県穀物検査 印刷小冊 22.2X 15.3 l冊 113-33 2001P2550 
所 子

36 本県の穀物事情 昭和5年10月 草場穀物検査所 印刷小冊 22.4X 15.4 i冊 113-34 2001P2551 
長講述 子

37 福岡県穀物検査所 昭和5年4月 印 刷 小 冊 22.5XI5.6 l冊 換謄写 113-32 2001P2552 
の主なる施設事項 子

38 菜種 昭和5年5月 福岡県穀物検査 印刷小冊 22.5X 15.2 l冊 113-38 2001P2553 
所 子

39 本県の穀物事情 昭和6年10月 草場穀物検査所 印 刷 小 冊 22.8x 15.4 l冊 113-2 2001P2554 
長講述 子

40 穀物検査及検査更 昭和6年10月 草場穀物検査所 印 刷 小 冊 22.1 x 15.4 l冊 113-3 2001P2555 
員の心得 長講述 子

41 穀物鑑定表 昭和6年10月 草場穀物検査所 印 刷 小 冊 22.7X 15.4 l冊 113-4 2001P2556 
長講述 子

42 穀物検査事業一覧 昭和6年10月 福岡県穀物検査 印 刷 小 冊 22.5X 15.3 l冊 113-6 2001P2557 
所 子

43 穀物検査及検査更 昭和6年10月 印 刷 小 冊 22.3x 15.4 l冊 113-7 2001P2558 
員の心得 子

44 穀物検査事業一覧 昭和6年10月 福岡県穀物検査 印刷小冊 22.5x 15.3 l冊 113-8 2001P2559 
所 子

45 穀物鑑定表 昭和6年10月 穀物検査所藤 印刷小冊 22.7X 15.4 l冊 113-9 2001P2560 
農林技手講述 子

46 穀物検査事務提要 昭和7年3月 福岡穀物検査所 印刷書冊 15.1 x 10.0 l冊 54 2001P2561 

47 森林治水事業災害 昭和13年8月 印刷書冊 15.3x 10.8 l冊 56 2001P2562 
防止林業施設関係 20日第2版発
法規 行

48 神奈川県立農業学 井口丑二講演 印刷書冊 18.9x 12.8 l冊 55-2 2001P2563 
校学友会雑誌第5 永野直誌速記
号附録二宮翁の

研究

49 米穀生産検査員関 印刷小冊 22.2x 15.0 l冊 113-5 2001P2564 
係例規 子

50 米麦の原種 県農事試験児 紙(半分に 22.6x 14.9 l紙 113-12 2001P2565 
島農林技手講述 折る)・印刷

51 本県農業奨励政策 紙・印刷 22.6x 15.0 l紙 113-15 2001P2566 
の概要

52 米は俵へ 福岡県・福岡県 印刷小冊 18.7X 13.2 l冊 附録として「俵 113-19 2001P2567 
農会・福岡県購 子 の造り方n俵の
員組合連合会・ 仕立片Jを掲載
産業組合中央会
福岡県支会・福
岡県農業倉庫協
会・福岡県米穀
商組合連合会・
大日本米穀会福
岡県支部
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53 本県の穀物事情 草場所長講述 印刷小冊 22.3x 15.2 l冊 草場所長講述の 113-40 2001P2568 

子 要旨

54 福岡県穀物検査関 印刷書冊 15.2X 10.0 l冊 70 2001P2569 
係規程

55 福岡県穀物検査関 印刷書冊 15.2X 10.0 l冊 71 2001P2570 
係規程

2 水産・気象関係

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備考 整理番号 備品番号

56 気象報告臨時増刊 大正14年3月 清水泰夫 小冊子・印 19目ox13.2 l冊 91 2001P2571 
天気予報の話 刷・朱印

57 漁業用発動機検査 昭和11年8月 印刷書冊 14.8x 10.5 l冊 64 2001P2572 
依頼規則 13日

58 遠洋漁業奨励法及 昭和11年12 高山伊太郎遠 印 刷 書 冊 18.8 x 12.3 l冊 53 2001P2573 
附属法令 月31日 洋漁業振興協会

発行

59 水産会関係法規 昭和13年3月 印 刷 書 冊 18.3x 12.9 l冊 57 2001P2574 
31日

60 漁船保険関係法規 昭和12年10 農林省水産局 印刷書冊 18.8X 12.8 l冊 代謄写 33 2001P2575 
月

61 気象解説 昭和12年10 福岡測候所 書冊・印刷 22.2xI5.6 l冊 巻末に鉛筆書入 93 2001P2576 
月 -鉛筆書入 多数あり

アリ

3 政治・経済学関係

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理番号 備品番号

62 第14回九州沖縄八 大正9~10年 九州沖縄八県連 印 刷 書 冊 14.0x9.5 l冊 38 2001P2577 
県連合共進会規則 合共進会

63 地方財政要綱 大正11年10 上野他七郎 印刷書冊 15目OX10.8 l冊 5 2001P2578 
月7日改版発
行

64 改訂産業組合関係 大正13年4月 東京産業組合中 印刷書冊 14.8X11.0 l冊 6 2001P2579 
法規 25日第45版 央会蔵版

発行

65 政治講座 大正15年12 立憲政友会編纂 印 刷 書 冊 22.0X 15.0 l冊 100 2001P2580 
月9日 土倉宗明著日 X2.5 

本政治学会発行

66 誰にもわかる メ 昭和4年6月1 家庭図書刊行会 印刷書冊 18.8x 10.2 l冊 28 2001P2581 
一トル法の解説 日 博進堂書店発行

67 資本主義の終末 昭和6年12月 アドルフ・ウェ 印刷書冊 20.0x 14.7 l冊 32 2001P2582 
10日 ーパー著竹原

八郎訳 日本評
論社発行
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68 資本主義の法律的 昭和6年12月 カール・ディー 印刷書冊 19.8x 13.9 l冊 35 2001P2583 
基礎 10日 ル著樫井誠之

訳日本評論社
発行

69 産業組合中央金庫 昭和9年3月5 小出成五 印刷書冊 26.0x20.4 l冊 箱あり 110 2001P2584 
10年誌 日

70 大日本麦酒株式会 昭和11年3月 浜田徳太郎大 印刷書冊 26.5x20.0 l冊 同社より謹呈 95 2001P2585 
社30年史 26日 日本麦酒株式会

社発行

71 産業組合関係法規 昭和12年8月 千石興太郎・産 印刷書冊 14.8X 10.5 l冊 98 2001P2586 
15日改訂増 業組合中央会 x2.8 
補第67版

72 最新政治学 浮田和民早稲 印 刷 書 冊 21.0x 14.5 l冊 29 2001P2587 
回大学出版部蔵
版

73 商業政策 小林行昌早稲 印刷書冊 21.0x 14.5 l冊 34 2001P2588 
田大学出版部蔵
版

74 福岡県商工行政 福岡県商工課 印刷書冊 19.0x 13.0 l冊 36 2001P2589 

75 社会政策 安部磯雄早稲 印刷書冊 20.8x 14.9 l冊 49 2001P2590 
回大学出版部発
行

76 福岡県庁警火規程 印刷書冊 15.1 x 10.9 l冊 62 2001P2591 
福岡県庁非常応急
規程(其他)

77 福岡県政概要 印刷書冊 19.1 x 10.4 l冊 88 2001P2592 

78 衆議院議員選挙監 印刷書冊 18.5X 13.1 l冊 89-1 2001P2593 
督心得

79 衆議院議員選挙開 印刷書冊 18.8X 13.2 l冊 89ー2 2001P2594 
票管理者，心得

80 衆議院議員選挙市 印刷書冊 18.9X 13.0 l冊 89-3 2001P2595 
町村長及投票管理
者心得

81 選挙運動の，心得 印刷書冊 18.1 x 12.5 l冊 89-4 2001P2596 

82 衆議院議員選挙事 印刷書冊 18.8x 12.9 1冊 89-5 2001P2597 
務提要(其ノー)

83 衆議院議員選挙事 印 刷 書 冊 18.8x 13.0 l冊 89-6 2001P2598 
務提要(其ノ二)

4 戦時関係

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理番号 備品番号

84 教化資料第20輯 大正14年4月 教化国体連合会 印刷書冊 18.6X 12.7 l冊 52 200 1 P2599 
国民の精神的一致 2日

85 教化資料第15輯 大正14年5月 教化国体連合会 印刷書冊 18.7X 12.7 l冊 13 2001P2600 
思想と国家 11日
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86 徴兵制60周年に当 昭和7年11月 陸軍省 印刷書冊 18.6X 12.8 l冊 40 2001P2601 
り徴兵制の沿革を
偲ぴ其の将来に及
ぶ

87 現下の情勢と吾人 昭和8年10月 陸軍省調査班 印刷書冊 18.8X 12.8 l冊 代謄写 101-9 2001P2602 
の覚悟

88 我が国体と国民性 昭和9年5月5 鈴木暢幸大倉 印刷書冊 19.0x 13.4 l冊 箱あり 84-1 2001P2603 
日 広文堂発行

89 躍進日本と列強の 昭和9年7月 陸軍省新聞班 書冊印刷 18.8x 12.6 l冊 101-8 2001P2604 
重塵 28日 表題朱字

90 国民防空に就て 昭和9年8月 福岡市庁内・福 印刷書冊 18.8x 13.2 l冊 代謄写 101-6 2001P2605 
27日 岡市防護団

91 満州事変勃発満三 昭和9年9月 陸軍省 印 刷 書 冊 18.8x 13.3 l冊 代謄写附表第 101ー72001P2606 
年 9月10日 18日 一「満州国治安

維持状況一覧
表J附表第二「満
州国経済進捗概
況表Jあり

92 昭和10年版帝国 昭和10年l月 陸軍省 印 刷 書 冊 18.7X 12.7 l冊 附表其ー「列国 101-2 2001P2607 
及列国の陸軍 陸軍軍備一覧J

附表其二「列国
新兵器整備ー
覧jあり

93 国際危機第一年 昭和10年2月 朝日新聞社 印 刷 書 冊 18.8X 12.8 l冊 101-4 2001P2608 
軍縮はどうなる? 25日
列国はどう動く

94 日露戦役30年非 昭和10年3月 陸軍省新聞班 印 刷 書 冊 18.7X 12.8 l冊 附録として「大 101-3 2001P2609 
常時に対する我等 l日 陸軍の歌Jと『陸
国民の覚悟 軍記念日を祝ふ

歌Jの歌詞と楽
譜あり

95 日露戦争を語る 昭和10年3月 時事新報社編 印 刷 書 冊 18.8X 12.8 l冊 101-5 2001P2610 
陸軍の巻 12日

96 日本海々戦第30周 昭和10年3月 福岡市役所・箱 印 刷 書 冊 19.0x 1301 l冊 2-2 2001P2611 
年武神宮崎八幡 崎町役場

宮と故東郷元帥の
結縁

97 非常時と国防 昭和10年4月 陸軍省新聞班 印 刷 書 冊 18.7x 12.7 l冊 101-1 2001P2612 
10日

98 東郷元帥の偉業 昭和10年5月 海軍省 印 刷 書 冊 22.2x 15.2 l冊 2-3 2001P2613 

99 北支独立運動の実 昭和10年11 裕田明道小冊 印 刷 書 冊 18.7X 12.7 l冊 68 2001P2614 
相と日本の立場 月17日 子書林発行

100 植民地と植民政策 昭和11年9月 パウJレ・ロイト 印 刷 書 冊 21.0X 14.9 l冊 90 2001P2615 
20日 ワイン原著前

田稔靖訳九州
法学校発行
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101 昭和11年海軍特別 昭和11年10 大日本帝国海軍 木製朱漆 径9.8 両 l点 箱・包紙あり 111 2001P2616 
大演習賜盃 月29日 塗 3.1 盃中央に金字

「振武J、箱に墨
書「福岡県社寺
兵事課長時代J. 
スタンプ「軍艦
鳥海Jあり

102 皇典講究所講話集 昭和12年5月 河野省三皇典 印刷書冊 18.9x 12.9 l冊 18 2001P2617 
第8輯個体の講 20日 講究所発行
明](3)皇道の要義
i祭政一致と敬神

尊皇l

103 国体の本義 昭和12年5月 文部省 印刷書冊 21.1XI4.7 l冊 2001P2618 
31日

104 産業組合独裁王千 昭和12年6月 山野三吉今日 印 刷 書 冊 18.6 x 12.8 I冊 39 2001P2619 
石興太郎を裸にす 18日 の問題社発行
る

105 支那問題に就て 昭和12年7月 信山隠士縦横談 印刷書冊 18.8x 12.8 l冊 73-9 2001P2620 
15日講演 村井養原筆記

106 支那事変経過の概 昭和12年10 陸軍省新聞班 印 刷 書 冊 18.1 x 12.8 l冊 73-3 2001P2621 
要 月l日

107 国民精神総動員資 昭和12年10 内閣・内務省・文 印刷書冊 21.0X15.0 l冊 96-15 2001P2622 
料第l輯国民精 月10日 部省国民精神
神総動員について 総動員中央連盟

発行

108 国民精神総動員資 昭和12年10 内閣・内務省・文 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 96-14 2001P2623 
料第2輯何故の 月12日 部省国民精神
支那事変 総動員中央連盟

発行

109 国民精神総動員中 昭和12年10 有馬良橘・近衛 印刷小冊 19.0 x 12.6 l冊 96-16 2001P2624 
央連盟の結成にあ 月19日 文麿・松平頼寿・ 子
たりて 小山松寿・瀬尾

芳夫編国民精
神総動員中央連
盟発行

110 国民精神総動員資 昭和12年10 内閣・内務省・文 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 96-13 2001P2625 
料第3輯非常時 月22日 部省国民精神
財政経済に対する 総動員中央連盟
国民の協力に就て 発行

111 支那事変と我が海 昭和12年10 梅崎卯之助国 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 96-4 2001P2626 
軍 月29日 民精神総動員中

央連盟発行

112 支那事変について 昭和12年10 林群喜国民精 印 刷 書 冊 21.0x 15.0 l冊 96-5 2001P2627 
月29日 神総動員中央連

盟発行

113 国民精神総動員中 昭和12年10 国民精神総動員 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 96-17 2001P2628 
央連盟声明書 月 中央連盟発行

114 愛せよ資源活かせ 昭和12年11 瀬尾芳夫国民 印 刷 書 冊 21.0x 15.0 l冊 96-7 2001P2629 
よ廃品附独逸 月4日 精神総動員中央
に除ける廃物蒐集 連盟発行
運動
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115 アジア再建の義戦 昭和12年11 永井柳太郎国 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 96-18 2001P2630 
月4日 民精神総動員中

央連盟発行

116 国民精神総動員資 昭和12年11 内閣・内務省・文 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 96-12 
料第4輯日本精 月10日 部省国民精神
神の発揚八紘一 総動員中央連盟

字の精神 発行

117 支那事変報国美談 昭和12年11 海軍省海軍軍事 印刷書冊 18.8x 12.8 l冊 73-8 2001P2632 
輝く忠誠(第l績) 月23日 普及部社団法

人海軍協会発行

118 国民精神総動員資 昭和12年11 内閣・内務省・文 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 96-10 2001P2633 
料第6輯無駄な 月28日 部省国民精神
く使へ棄てるな廃 総動員中央連盟

品 発行

119 国民精神総動員資 昭和12年11 内閣・内務省・文 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 96-11 2001P2634 
料第5輯国産振 月28日 部省国民精神
興と国産愛用 総動員中央連盟

発行

120 支那事変と国債郵 昭和12年11 大蔵省理財部 印刷書冊 18.8x 12.8 l冊 73-5 2001P2635 
便局売出し 月

121 国民精神総動員資 昭和12年12 内閣・内務省・文 印刷書冊 21.0 x 15.0 l冊 国際規格A5f1J 96-8 2001P2636 
料第8輯国民生 月2日 部省国民精神
活の安定と生活資 総動員中央連盟
源の確保 発行

122 国民精神総動員資 昭和12年12 内閣・内務省・文 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 96-9 2001P2637 
料第7輯銃後の 月2日 部省国民精神
護・農村の栄 総動員中央連盟

発行

123 支那国民主義運動 昭和12年12 内閣情報部国 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 96-1 2001P2638 
と抗日運動の全貌 月3日 民精神総動員中

央連盟発行

124 世界列強の軍備は 昭和12年12 内閣情報部国 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 96-2 
どうなってゐるか 月4日 民精神総動員中

央連盟発行

125 支那に巣喰ふ国際 昭和12年12 内閣情報部国 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 96-3 2001P2640 
共産党の陰謀 月4日 民精神総動員中

央連盟発行

126 銃後の財政経済 昭和12年12 賀屋興宣述岡 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 96-6 2001P2641 
月15日 田信吉編国民

精神総動員中央
連盟発行

127 預金部資金 50億 昭和12年12 大蔵省預金部資 印刷書冊 18.8X 12.8 l冊 73-4 2001P2642 
円を超えたるに際 月 金局
してー大蔵省預金
部の話一

128 支那事変報国美談 昭和12年12 海軍省海軍軍事 印刷書冊 18.8X 12.8 l冊 73-7 2001P2643 
(第3輯) 月 普及部

129 支那事変報国美談 昭和13年l月 海軍省海軍軍事 印刷書冊 18.8X 12.7 l冊 73-6 2001P2644 
(第4輯) 普及部
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番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理番号 備品番号

130 ⑭国民精神総動員 昭和13年l月 福岡県 印刷書冊 22.0x 15.2 l冊 代謄写 31 2001P2645 
実施概要

131 須く堅忍持久せよ 昭和13年2月 松岡洋右国民 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 96-19 2001P2646 
5日 精神総動員中央

連盟発行

132 国旗『日の丸J問 昭和13年2月 瀬尾芳夫国民 印刷書冊 21.0X 15.0 l冊 96-20 2001P2647 
空EE2 8日 精神総動員中央

連盟発行

133 長期戦と国民の覚 昭和13年2月 末次信正国民 印刷書冊 21.0x 15.0 l冊 96-21 2001P2648 
'悟 8日 精神総動員中央

連盟発行

134 長期戦に対する国 昭和13年2月 陸軍省新聞班 印刷書冊 18.1 x 12.8 l冊 73-1 2001P2649 
民の覚悟 15日

135 国民生活はどうな 昭和13年10 社団法人税務懇 印 刷 書 冊 18.6X 12.8 l冊 37 2001P2650 
る?一統制経済の 月22日 話会常務理事前
修正と国民思想ー 内閣調査局参与

中村継男税務
懇話会日本主義
同盟発行

136 皇道と実生活 昭和13年12 牧宏安日本連 印刷書冊 18.8X 12.7 l冊 61 2001P2651 
月20日 合通信社発行

137 替の家福岡県国 昭和14年3月 福岡県庁内国防 印刷書冊 22.0X 15.3 l冊 9 2001P2652 
防会叢書第23輯 31日 ~ x6.0 

138 中等学校勤労奉 昭和14年3月 福岡県 印 刷 書 冊 22.0x 15.2 l冊 75 2001P2653 
仕感想録

139 ⑮銃後農山漁村事 昭和14年3月 農林省経済更正 印刷書冊 22.0X 15.0 l冊 76 2001P2654 
情視察報告記 部

140 戦時農業政策の全 昭和14年6月 森徳久農村経 印刷書冊 21.5X 15.0 l冊 前農林大臣有馬 74 2001P2655 
貌 12日 済調査局版 頼寧の序

141 紀元2600年神社号 昭和14年12 内閣紀元2600年 印 刷 書 冊 26.0X 18.0 l冊 108 2001P2656 
月25日 祝典事務局・紀

元2600年奉祝会
共同編輯紀元
2600年奉祝会発
行

142 神武天皇詔勅謹解 昭和15年2月 武田祐吉田幣 印刷小冊 18.6x 12.8 l冊 105 2001P2657 
大社高良神社発 子
行

143 軍国家庭読本締 昭和15年7月 萩原俊三財団 印刷書冊 18.7x 12.7 l冊 51 2001P2658 
めよこころ 20日 法人軍人会館出

版部発行

144 勲章・記章の話 昭和15年12 金子空軒財団 印 刷 書 冊 22.2X 15.2 l冊 58 2001P2659 
月25日 法人軍人会館図

書部発行

145 国民保健食の刊 昭和17年2月 全国高等女学校 印刷書冊 12.5x 18.2 l冊 82 2001P2660 
25日7刷 長協会発行

146 論述「国民道徳の 罫 書 ぺ ン 18.0x 12.6 l綴 筒に同封 84-3 2001P2661 
意義J 書・朱書
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番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理番号 備品番号

147 支那事変放送講説 天津箪宣伝部 印刷書冊 18.4 x 12.8 l冊 73-2 2001P2662 
集

148 大和民族の特異性 前田稔靖 印刷書冊 22.1 x 15.2 l冊 3 2001P2663 

149 日本青年と南洋進 印 刷 書 冊 19.2xI3.0 l冊 47 2001P2664 
出

150 植民の理論と実際 前回稔靖 印刷書冊 22.3XI5.9 l冊 77 2001P2665 

5 衛生・家政学関係

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理番号 備品番号

151 婦人の覚醒 大正7年2月4 山崎延吉中央 印刷書冊 14.5X 10.9 l冊 86 2001P2666 
日 報徳会発行

152 生殖図解と性交論 大正8年6月l高橋養助他有 印刷書冊 15.0X 10.8 II珊 65 2001P2667 
日18版発行 文堂書庖発行

153 栄養研究所集報 大正13年10 栄養研究所 印刷書冊 22.0X 15.0 l冊 45 2001P2668 
月18日

154 家庭洗濯法 大正14年7月 長野惟義松山 印刷書冊 22.2x 15.5 1冊 17 2001P2669 
25日第8版発 蒸汽洗濯所発行
行

155 衛生学講義 昭和6年9月 早田繁美・上村 印刷書冊 22.5XI5.3 l冊 図表5枚付属 10 2001P2670 
21日 時敏久留米高

等医学専門学校
発行

156 簡明小小児科学 昭和6年6月 議医会編輯部 印刷書冊 18.9X 12.7 l冊 表紙欠損 19 2001P2671 
20日第3版発 富倉書広発行
行

157 最新育児読本 昭和6年9月 栄養と育児の会 印刷書冊 18.8X 12.7 l冊 26 2001P2672 
30日 医務課編栄養

と育児の会発行

158 新編家事教科書 昭和9年11月 近藤耕蔵 印刷書冊 22.5X 15.0 i冊 師範学校・高等 102 2001P2673 
巻下 20日修正6版 女学校家事科実

発行 業学校家事及裁
縫科教科用文
部省検定済(昭
和9年11月30日)

159 新編家庭料理 昭和10年8月 昧の素本舗株式 印刷書冊 14.9x 10.8 l冊 24 2001P2674 
21日 会社鈴木商届発

行

160 育児読本 昭和13年5月 箕田貢福岡日 印刷書冊 18.6x 13.0 l冊 103 2001P2675 
8日 日新聞合資会社

発行

161 栄養解説(薬品「ポ 大正~昭和 武田栄養化学株 印 刷 書 冊 18.6 x 12.6 l冊 44 2001P2676 
リタミンjに関す カ 式会社
る解説書)

162 離乳標準表 九大小児科保健 ぺ ン 書 印 24.0x33.0 l枚 裏に鉛筆書あり 84-2 2001P2677 
相談部 刷(コピー) 箱に同封

鉛筆書
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番号 名 称 時代 作者

163 家事筆記 第壱学年大武
くにゑ

164 洋服の手入法

165 社会医学資料(其 機回儀七
一) 黒と赤の葛
藤

6 教科書・学校教育関係

番号 名 称

166 SWINTON'S 
PRIMER AND FIRST 
阻ADER

167 教科摘要学生の
物理学

168 福岡県女子専門学
校要覧

169 THENEW 
QUEEN'S CROWN 
READERS BookN 

170 春季英語講座テキ
スト(初等科)

171 一年の英語

172 新撰女子国文詳
解

173 TSUDA ENGLISH 
GRAMMARFOR 
GIRLS REVISED 
EDITION 

174 THEHAPPY 
PR別CEAndOther 
Tales 

175 全村学校巡り

176 芳賀・橋本氏女
子新国文(改制新
版)予習辞書第
-/A、a 

177 津田イングリッシ
ユ・リーダス予習

7 宗教関係

名称

時代 作者

明治37年4月 井出勉訳述
20日第20版
発行

大正13年9月 亀井忠一三省
l日10版発行 堂発行

大正15年3月 福岡県女子専門
28日 学校

昭和5年9月 神田乃武編 = 
23日修正8版 省堂発行
発行

昭和7年4月 日本放送協会発
15日再版 f=r 

昭和8年l月l研究社発行
日

昭和9年5月l桂巌昭文堂発
日4版発行 行

昭和10年12 津田英学塾
月24日修正4
版発行

昭和11年1月 OscarWilde 北
18日第14版 星堂発行
発行

昭和11年3月 福岡県社会教育
30日 課

昭和13年2月 東京辞書出版社
20日 発行

津田英学塾東
京辞書出版社発
fT 

時代 作者

明治44年l月|ローズヴェルト
21日 |他報徳会発行

品質・形状 法量 員数 備考 整理番号 備品番号

鉛 筆 書 書 25.0x 16.2 l冊 ノートに手書き 11 2001P2678 
冊 で記したもの

印刷書冊 15.8x 10.0 l冊 23 2001P2679 

印刷書冊 17.4x9.5 l冊 59 2001P2680 

品質・形状 法量 員数 備考 整理番号 備品番号

印刷書冊 19.0x 12.8 l冊 20 2001P2681 

印刷書冊 17.8X 10.0 l冊 107 2001P2682 

印刷書冊 18.7X 13.0 l冊 12 2001P2683 

印刷書冊 19.5XI4.2 l冊 7 200 1 P2684 

印刷書冊 22.0x 15.0 l冊 94 2001P2685 

印刷書冊 22.1 x 15.1 l冊 60 2001P2686 

印刷書冊 17.3 X9.1 l冊 27 2001P2687 

印刷書冊 19.2X 13.6 l冊 21 2001P2688 

印刷書冊 18.5x 12.7 l冊 4 2001P2689 

印刷書冊 18.7X 13.0 l冊 69 2001P2690 

印刷書冊 17.7X 11.5 l冊 25 2001P2691 

印刷書冊 17.0Xl1.4 l冊 改訂版 97 2001P2692 

備考
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179 救世軍略史 大正5年10月 山室軍平救世 印 刷 書 冊 18.4X 12.8 l冊 78 200 1 P2694 
l日 軍出版部及供給

部発行

180 コドモキリスト 昭和7年7月 賀川豊彦教文 印 刷 書 冊 18.7X 12.2 l冊 8 2001P2695 
物語 25日 館出版部発行

181 カトリック的国家 昭和7年12月 田口芳五郎カ 印 刷 書 冊 18.6x 12.8 l冊 41 2001P2696 
観 l日 トリック中央出

版部発行

182 社会的中心として 昭和8年4月 山崎精華本派 印 刷 書 冊 18.8X 12.8 l冊 81 200 1 P2697 
の寺院 11日 本願寺教務局社

会部発行

183 教派神道成立父文 昭和10年3月 芳村忠明神習 印 刷 書 冊 22.0x 16.0 l冊 85 2001P2698 
解疏 25日再版 教大教庁出版部

発行

184 観世音寺復興奉讃 昭和10年6月 観世音寺復興奉 印 刷 書 冊 18.8x 13.2 l冊 79 200 1 P2699 
会趣意書 讃会

185 盃(警固神社の式 昭和10年秋 普囲神社から草 木製朱漆 大12.lX3.7 3点 箱に「式年御遷 114 2001P2700 
年遷座記念) 場七郎次に贈答 塗 中1O.4X2.5 l組 座記念福岡市県

小8.8x2.5 社警固神社
昭和十年秋同
社ヨリ草場七郎
次ニ贈ラレタJレ
品J

186 大楠公600年祭典 5月25日 神宮皇学館福岡 印 刷 書 冊 22.5X 15.6 l冊 2-5 2001P2701 
記念 県館友会

187 郷社長野水神社記 郷社長野水神社 印 刷 葉 書 14.0X9.0 6枚 包紙あり 未使 92 2001P2702 
念絵葉書 社務所 l組 用

8 社会教育関係

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理番号 備品番号

188 国民宝典大祭祝 大正12年7月 八雲都留麻八 印 刷 書 冊 21.8x 15.0 l冊 30 2001P2703 
日略説 l日 重垣書院発行

189 日本教育者協会パ 大正12年8月 倉迫梅雄日本 印 刷 書 冊 18.7X 13.0 l冊 16 2001P2704 
ンフレット特別号 31日 教育社協会発行
第l篇 社 会 問 題

四百語辞典(ア~
カ行)

190 日本教育者協会パ 大正13年3月 倉迫梅雄日本 印 刷 書 冊 18.8x 13.0 l冊 14 2001P2705 
ンフレット特別号 31日 教育祉協会発行
第2篇 社 会 問 題
四百語辞典(サ行)

191 社会問題四百語辞 大正13年5月 倉迫梅雄日本 印 刷 書 冊 18.9x 12.6 l冊 15 2001P2706 
典(タ~ハ行) 31日 教育社協会発行

192 近代的都市の重要 昭和2年9月 財団法人奨健会 22.0X 15.0 l冊 43 2001P2707 
任務たる運動競技 25日
場の建造

193 主基斎団地方案内 昭和3年6月5 主基斎田奉讃会 印 刷 小 冊 18.6X 10.7 l冊 104 2001P2708 
日 本間精 子
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番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理番号 備品番号

194 表彰録 昭和4年2月 福岡県 印刷・鉛筆 26.0X 18.6 l冊 式次第あり 109 2001P2709 
11日 書書冊

195 公民教育の話第 昭和5年5月 関口泰朝日新 印刷書冊 19.1 x 13.5 l冊 箱あり 50 2001P271O 
二朝日常識講座9 15日 聞社発行

196 第二朝日常識講座 昭和5年7月l下村宏朝日新 印刷書冊 19.0X 13.8 l冊 箱あり 83 2001P2711 
第10巻食糧問題 日 聞社発行
の話

197 明治天皇巡幸記 昭和5年10月 北海道庁・北海 印刷書冊 22.0X 15.2 l冊 42 2001P2712 
(北海道) 30日 道史編纂主任河

野常吉

198 偉傑小田利三郎翁 昭和6年5月 副島重次郎編 印刷書冊 18.7X 13.1 l冊 非売品 63 200lP2713 
略伝 10日

199 今日の問題 昭和8年12月 結城朝八通俗 印刷書冊 17.0XI1.0 l冊 67 200lP2714 
5日 大学会事務所発

行

200 三井三菱住友各家 昭和10年3月 松本千年 印刷書冊 18.9x 12.9 l冊 2-1 2001P2715 
の家憲・家訓 3日

201 講演通信第400 昭和13年9月 日本講演通信社 印刷書冊 18.8x 12.8 l冊 80 2001P2716 
号 15日

202 公民常識昭和13昭和13年11 河野正義編財 印刷書冊 18.6X 12.6 l冊 106 200lP2717 
年11月号 月1日 団法人公民教育

会発行

203 葉隠の神髄 昭和10年4月 栗原荒野 印刷書冊 22.2x 15.1 l冊 2-4 200lP2718 
10日第4版発
行

204 平凡道徳附日々 大正6年5月 棟居喜九馬丁 印刷書冊 15.0X 10.5 l冊 66 2001P2719 
の心得解説 15日30版発 末出版社発行

行

205 玉川塾の教育 印刷書冊 18.0x 12.7 l冊 72 

9 その他

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理番号 備品番号

206 日刊特別通信第 昭和14年5月 印刷 26.8x 19.2 l枚 発行元は「月刊 46 2001P2721 
4158号断簡 8日 政界往来Jと同

じ

207 インク壷(九州日 昭和7年頃 九州日報社贈 建物型の置 12.5X9.5 1点 115 2001P2722I 
報社新社屋) 博多薩摩謹製 物金属製 x8.4 

208 銀座半衿芯空箱 (大正~昭和) 松屋 紙製色刷 14.4X 12.2 l点 112 2001P2723 
4月 x5.5 
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寄脂質料 5.長野菊次郎資料

5.長野菊次郎資料

〈資料内訳>1 長野菊次郎宛文書…...・ H ・.....・ H ・.......・ H ・59件59点

2 長野菊次郎葬儀関係...・ H ・.....・ H ・H ・H ・..... 5件 5点

3 写真…・…・……....・ H ・....・ H ・.....・ H ・3件 3点

4 長野菊次郎遺品関係...・H ・...・H ・-… 2件 2点

〈総計>69件69点

1 長野菊次郎宛文書

番号 名 称、 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

甲種初等中学卒業証書 明治17年12 県立福岡中学校より 印刷・墨書 24.3X31.5 l適 2001P2724 
月24日 長野菊次郎あて

2 辞令(箱崎高等校教員補 明治19年5月 糟屋郡役所より長野 墨書 23.2X31.1 l通 2001P2725 
助申付) 26日 菊次郎あて

3 教員免許状(明治21年3 明治21年3月 福岡県知事安場保和 印刷・墨書 27.5X35.4 l通 明治26年2月6日 2001P2726 
月-26年2月、管内小 9日 より長野菊次郎あて 付裏書あり(明
学校教員) 治26年3月-29

年2月、有効延
期)

4 辞令(任福岡県小学訓 明治21年4月 福岡県より長野菊次 墨書 27.9X30.9 l通 2001P2727 
導) 18日 郎あて

5 辞令(糟屋郡在勤申付) 明治21年4月 福岡県より長野菊次 印刷・墨書 19.5X26.4 l通 2001P2728 
18日 郎あて

6 辞令(月俸10円) 明治21年4月 福岡県より長野菊次 印刷・墨書 19.6x26.0 l通 2001P2729 
18日 郎あて

7 辞令(箱崎高等小学校在 明治21年4月 糟屋郡役所より長野 墨書 19.7x26.6 l通 2001P2730 
勤申付) 23日 菊次郎あて

8 小学校教員体操講習会 明治22年2月 福岡尋常師範学校よ 墨書 22.0X28.6 l通 2001P2731 
修了証書(兵式普通体 28日 り長野菊次郎あて
操)

9 辞令(月俸11円) 明治22年4月 福岡県より永野菊次 墨書 21.9X28.5 l通 2001P2732 
10日 郎あて

10 辞令(賞与2円) 明治23年2月 糟屋郡役所より永野 墨書 19.3X26.l l適 大川高等小学校 2001P2733 
27日 菊次郎あて 訓導

11 辞令(月俸12円) 明治23年6月 福岡県より長野菊次 印刷・墨書 21.7X28.4 l通 2001P2734 
10日 郎あて

12 辞令(賞与3円) 明治24年l月 糟屋郡役所より長野 墨書 20.9X28.3 l通 2001P2735 
14日 菊次郎あて

13 感謝状(大川高等小学校 明治24年12 福岡県知事安場保和 墨書 22.7x30.8 l適 2001P2736 
増築費としてl円50銭 月l日 より長野菊次郎あて
寄附につき)

14 辞令(賞与2円) 明治25年2月 糟屋郡役所より長野 墨書 19.5x25.8 l通 2001P2737 
2日 菊次郎あて

15 辞令(月俸13円) 明治25年11 福岡県より長野菊次 印刷・墨書 22.0X28.8 l通 2001P2738 
月l日 郎あて

16 辞令(賞与l円50銭) 明治27年l月 糟屋郡役所より長野 墨書 19.2X26.2 l通 2001P2739I 
13日 菊次郎あて

17 辞令(賞与l円50銭) 明治28年l月 糟屋郡役所より長野 墨書 19.2 x26.0 l通 2001P2740 
10日 菊次郎あて

18 第4囲内国勧業博覧会 明治28年7月 総裁彰仁親王より長 印刷・墨書 46.3X63.8 l通 2001P2741 
褒状(植物暗葉) 11日 野菊次郎あて
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寄贈資料 5.長野菊次郎資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

19 教員免許状(小学校本科 明治28年12 福岡県知事岩村高俊 印刷・墨書 26.9x36.9 l通 修身教育国語漢 200 1 P2742 
正教員) 月26日 より長野菊次郎あて 文数学簿記地理

歴史博物物理化
学習字図画体操
科目

20 辞令(月俸14円) 明治29年6月 福岡県より長野菊次 印刷・墨書 21.9x28.8 l通 2001P2743 
5日 郎あて

21 年功加俸証書 明治29年10 福岡県知事岩村高俊 印刷・墨書 26.2x34.9 l通 2001P2744 
月l日 より長野菊次郎あて

22 辞令(賞与2円50銭) 明治29年12 糟屋郡役所より長野 墨書 19.7X26.0 l通 2001P2745 
月26日 菊次郎あて

23 辞令(月俸16円) 明治30年5月 福岡県より長野菊次 印刷・墨書 22.1 X28.4 l通 2001P2746 
29日 郎あて

24 教員免許状(尋常師範学 明治30年7月 文部大臣蜂須賀茂翻 印刷・墨書 33.3X43.8 l通 植物科 2001P2747 
校・尋常中学校教員) 8日 より長野菊次郎あて

25 礼状(植物標本寄贈につ 明治30年11 尋常中学修猷館長隈 墨書罫 28.0x20.2 l通 2001P2748 
き) 月12日 本有尚より長野菊次 紙

郎あて

26 辞令(大阪府に出向) 明治30年12 福岡県より長野菊次 墨書 21.5x28.2 l通 2001P2749 
月6日 郎あて

27 辞令(賞与10円) 明治30年12 糟屋郡役所より長野 墨書 19.4x25.6 l通 2001P2750 
月8日 菊次郎あて

28 辞令(任大阪府第二尋常 明治30年12 大阪府より長野菊次 墨書 22.7X30.8 l通 2001P2751 
中学校教諭) 月14日 郎あて

29 辞令(月俸30円) 明治30年12 大阪府より長野菊次 印刷・墨書 22.8x30.8 l通 2001P2752 
月14日 郎あて

30 出張命令(京都市へ) 明治31年5月 大阪府より長野菊次 墨書 21.8x28.8 l通 2001P2753 
25日 郎あて

31 証明書(附属臨海実験所 明治31年8月 東京帝国大学理科大 墨書 22.1 x28.7 l通 2001P2754 
第l回動物学臨海実習 31日 学長山川健次郎より
会、成績佳良) 長野菊次郎あて

32 辞令(賞与20円) 明治31年12 大阪府より長野菊次 印刷・墨書 22.7X30.8 1~ 2001P2755 
月24日 郎あて

33 辞令(兼任大阪府第二尋 明治31年12 大阪府より長野菊次 墨書 22.8x30.8 l通 2001P2756 
常中学校舎監) 月28日 部あて

34 辞令(月俸35円) 明治32年3月 大阪府より長野菊次 墨書 22.7x30.9 l通 2001P2757 
31日 郎あて

35 出張命令(京都市へ) 明治32年6月 大阪府より長野菊次 墨書 22.0X28.8 l適 200 1 P2758 
13日 郎あて

36 教員免許状(師範学校・ 明治32年6月 文部大臣様山資紀よ 印刷・墨書 33.3x43.8 l通 動物科・生理科 2001P2759 
中学校・高等女学校) 20日 り長野菊次郎あて

37 辞令(月俸40円) 明治32年8月 大阪府より長野菊次 墨書 22.8x30.9 l通 2001P2760 
3日 郎あて

38 辞令(賞与10円) 明治32年12 大阪府より長野菊次 墨書 22.8x30.9 l適 2001P2761 
月23日 郎あて
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寄贈質料 5.長野菊次郎資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

39 辞令(免兼職) 明治33年3月 大阪府より長野菊次 墨書 21.8X28.5 l通 2001P2762 
31日 郎あて

40 賞状(懸賞課題応募論 明治33年4月 東京植物学会長松村 墨書 28.4X40.0 l通 筑前国中央部植 2001P2763 
文、銀牌) l日 任三より長野菊次郎 物分布之状態

あて

41 辞令(岐阜県へ出向) 明治33年4月 大阪府より長野菊次 墨書 21.8X28.5 l通 2001P2764 
16日 郎あて

42 辞令(任岐阜県岐車中学 明治33年4月 岐阜県より長野菊次 墨書 22.7X30.8 l通 2001P2765 
教諭) 19日 郎あて

43 辞令(月俸45円) 明治33年4月 岐阜県より長野菊次 墨書 22.8X30.8 l通 2001P2766 
19日 郎あて

44 辞令(全国教育晶共進会 明治33年11 全国教育晶共進会総 印刷・墨書 22.7x30.8 l通 2001P2767 
本部委員を嘱託) 月23日 裁川路利恭より長野

菊次郎あて

45 辞令(給三級俸) 明治34年l月 岐阜県より長野菊次 印刷・墨書 22.8x30.8 l通 2001P2768 
10日 郎あて

46 出張命令(愛知県へ) 明治34年l月 岐阜県より長野菊次 墨書罫 27.5x20.0 l通 2001P2769 
31日 郎あて 幸氏

47 辞令(第l回全国昆虫展 明治34年3月 第l回全国昆虫展覧 印刷・墨書 26.7x 18.2 l通 2001P2770 
覧会評議員を委嘱) 15日 会長田中芳男より長

野菊次郎あて

48 出張命令(石川県へ) 明治34年7月 岐阜県より長野菊次 墨書罫 27.5X20.0 l通 2001P2771 
16日 郎あて 紙

49 感謝状(山室山神社補修 明治34年11 山室山神社保存会発 印刷・墨書 26.6x36.5 l通 2001P2772 
保存のための寄附に対 月20日 起人総代細川潤次郎

し) ほかより長野菊次郎
あて

50 辞令(給二級俸) 明治35年l月 岐阜県より長野菊次 印刷・墨書 22.7X30.8 11i!i 2001P2773 
11日 郎あて

51 推薦状(岐阜県昆虫学会 明治35年2月 岐阜県昆虫学会会長 印刷・墨書 21.1 x28.3 l通 2001P2774 
名誉会員) 12日 川路利恭より長野菊

次郎あて

52 辞令(生徒係ヲ命ス) 明治36年2月 岐阜県岐阜中学校よ 墨書 19.3x26.0 l通 2001P2775 
6日 り長野菊次郎あて

53 辞令(給一級俸) 明治36年3月 岐阜県より長野菊次 墨書 22.7x30.9 l通 2001P2776 
6日 郎あて

54 辞令(休職ヲ命ス) 明治36年3月 岐阜県より長野菊次 墨書 22.7x30.9 l通 2001P2777 
31日 郎あて

55 辞令(東京府第三中学校 明治36年4月 東京府より長野菊次 印刷・墨書 28.0x20.1 l通 2001P2778 
授業を嘱託、月給55円) 10日 郎あて

56 辞令(願ニ依リ嘱託ヲ解 明治37年9月 東京府より長野菊次 印刷・墨書 28.0x32.6 l通 2001P2779 
ク) 16日 郎あて

57 辞令(技師、月俸55円) 明治44年2月 財団法人名和昆虫研 墨書 23.6X32.6 l通 2001P2780 
28日 究所より長野菊次郎

あて
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寄贈資料 5.長野菊次郎資料 6.橋本友美資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

58 辞令(月俸65円) 大正2年3月 財団法人名和昆虫研 墨書 23.5X31目l l通 2001P2781 
31日 究所より長野菊次郎

あて

59 感謝状(大正2年北海道 大正4年12月 北海道庁長官俵孫一 印刷・墨書 23.0X31.1 l通 2001P2782 
外6県凶作、大正3年鹿 15日 より長野菊次郎あて
児島県桜島爆発の擢災
窮民への義摘金l円)

2 長野菊次郎葬儀関係

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

60 弔調 大正8年8月 大日本昆虫学会 墨書 18.9X31.8 l通 2001P2783 
11日

61 悔やみ状 大正8年8月 江崎悌三より長野種 墨書継 18.3X71.5 l通 2001P2784 
14日 原あて 車氏

62 悔やみ状 大正8年8月 川崎小虎より長野種 墨書継 18.3x68.8 l通 2001P2785 
14日 原あて 紙

63 悔やみ状 大正8年8月 駒井より長野種原あ 墨書継 18.lX74.0 1J!!! 2001P2786 
21日 て 紙

64 悔やみ状 大正8年8月 牧野富太郎より長野 墨書継 18.7x81.4 l通 2001P2787 
27日 種原あて 紙

」ー

3 写真

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

65 長野菊次郎肖像写真(ス 不明 不詳 白黒写真 14.5X 11.4 l枚 2001P2788 
ーツ姿) (複写)

66 長野菊次郎肖像写真(昆 不明 不詳 白黒写真 15.8X 10.3 l枚 2001P2789 
虫採集姿) (複写)

67 長野菊次郎と江崎悌= 不明 不詳 白黒写真 11.2X16.0 l枚 2001P2790 
(複写)

」

4 長野菊次郎遺品関係

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

68 長野菊次郎氏遺書整理 大正12年11 江崎悌二 コピー 29.8X21.1 6枚 2001P2791 
目録 月 l組

69 故長野菊次郎遺墨菊 大正9年8月 矢島八兵衛編 コピー 21.1 x 15.0 l冊 2001P2792 
のかを里 11日発行 簡易製本

6.橋本友美資料

平成2年度寄託資料からの切り替え・H ・H ・...……-一 .34件47点

『平成2年度収集 収蔵品目録8.1に掲載備品番号は、 9001-90047を2001P2793-2001P28391こ読み替え
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寄贈資料 7.西村長賞・楢崎久矩資料

7.西村長賞・楢崎久矩資料

〈資料内訳〉近世・近代資料……………...・H ・..…....・H ・.30件30点

番号 名 称、 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

天満宮奉納万句集巻二 江戸時代後期より 清書苅加布里 墨書書冊 24.4X 16.8 l冊 200 1 P2840 

2 天満宮奉納万句集巻六 江戸時代後期より 清書元加布里 墨書書冊 24.6x17.2 l冊 2001P2841 

3 天満宮奉納万句集巻八 江戸時代後期より 清書元加布里 墨書書冊 24.6X 17.4 l冊 200 1 P2842 

4 天満宮奉納万句集三の撰 江戸時代後期より 清書元加布里 墨書書冊 24.2x 17.6 l冊 200 1 P2843 

5 三社奉納笠句集初撰 明治時代前期 清書元冠 墨書書冊 24.4X 16.0 l冊 2001P2844 

6 三社奉納笠句集二撰 明治時代前期 清書元冠 墨書書冊 24.4X 16.0 l冊 2001P2845 

7 三社奉納笠句集三撰二 明治時代前期 清書元冠連 墨書書冊 24.4x 16.2 l冊 200 1 P2846 

8 三社奉納笠句集四撰ー 明治時代前期 清書元冠連 墨書書冊 24.4X 16.0 l冊 2001P2847 

9 コ社奉納笠句集四撰二 明治時代前期 清書元冠連 墨書書冊 24.6x 16.2 l冊 200 1 P2848 

10 三社奉納笠句集五撰 明治時代前期 清書元冠連 墨書書冊 24.2x 17.2 1冊 2001P2849 

11 篠原五千余集赤峨直小撰ー 江戸時代後期より 赤峨先生評 墨書書冊 24.2x 17.0 l冊 2001P2850 

12 篠原五千余集赤峨直小撰二 江戸時代後期より 赤峨先生評 墨書書冊 24.2X 17.0 l冊 2001P2851 

13 篠原五千余集赤峨小撰巻二 江戸時代後期より 赤峨先生評 墨書書冊 24.4X 16.2 l冊 2001P2852 

14 篠原五千余集赤峨小撰巻三 江戸時代後期より 赤峨先生評 墨書書冊 24.2X 16.6 l冊 2001P2853 

15 篠原五千余集斜遊直小撰ー 江戸時代後期より 斜遊先生評 墨書書冊 24.2x 16.8 l冊 2001P2854 

16 篠原五千余集斜遊小撰巻ー 江戸時代後期より 斜遊先生評 墨書書冊 24.2x 16.2 l冊 2001P2855 

17 篠原五千余集斜遊小撰巻二 江戸時代後期より 斜遊先生評 墨書書冊 24.2x 16.0 l冊 2001P2856 

18 篠原五千余集斜遊小撰巻三 江戸時代後期より 斜遊先生評 墨書書冊 24.2X 16.8 l冊 2001P2857 

19 追福笠句集第一 明治時代前期 簸春 墨書書冊 23.8x 16.8 l冊 2001P2858 

20 追福笠句集第三 明治時代前期 鱗春 墨書書冊 24.6X 16.8 l冊 2001P2859 

21 追福笠句集第四 明治時代前期 簸春 墨書書冊 24.2X 16.8 l冊 2001P2860 

22 追福笠句集第四 明治時代前期 不詳 墨書書冊 24.2X 16.8 l冊 2001P2861 

23 追福笠句集第七 明治時代前期 不詳 墨書書冊 24.0x 16.4 l冊 2001P2862 

24 追善笠句集二の撰 明治時代前期 今宿 墨書書冊 24.2X 16.2 l冊 2001P2863 

25 追善笠総評 明治時代前期 吉磨元 墨書書冊 24.5X17.8 l冊 2001P2864 

26 御正忌灯篭集 明治時代前期 吉磨元 墨書書冊 24.6X 18.0 l冊 2001P2865 

27 追善短句集四撰鳳産先生 明治時代前期 深江駅清書 墨書書冊 24.4X17.8 l冊 2001P2866 

28 迫善短句集四撰魯江大先生 明治時代前期 深江駅清書 墨書書冊 24.4X 18.0 l冊 2001P2867 

29 俳譜なには風流 文化3年 御津漁人 木版書冊 22.2x 15.8 l冊 2001P2868 

30 俳譜発句名家類題集 天保9年 不詳 木版書冊 21.6x 15.2 l冊 2001P2869 
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寄贈資料 8.富永龍一資料(追加分)

8.富永龍一資料(追加分)

〈資料内訳〉民俗資料 生活の用具………...・H ・.....・H ・..26件74点

番号 名称 時代 制作者 品質・形状 法 量

足袋型紙(小九 大正~昭和 富永シケ
文) 21年

①内 和紙製 長22.3 幅12.4

②外 洋紙製 長22.5 幅12.6

③底 和紙製 長19.0 幅9.2

2 足袋型紙(八 大正~昭和 富永シケ
文) 21年

①底 洋紙製 長17.5 幅7.7

②底 和紙製 長18.5 幅7.8

③内 和紙製 長22.2 幅10.2

④外 和紙製 長22.3 幅12.1

3 足袋型紙(九文 大正5年12 富永シケ
三分) 月

①底 洋紙(厚紙)製 長22.2 幅9.4

②底 和紙製 長22.7 幅9.4

③外 和紙製 長25.0 幅13.8

④内 和紙製 長25.3 幅12.8

4 足袋型紙(九文 大正~昭和 富永シケ
三分) 21年

①底 洋紙(厚紙)製 長22.4 幅9.2

②内 洋紙(厚紙)製 長24.9 幅13.3

③外 洋紙(厚紙)製 長24.8 幅13.8

5 足袋型紙(九文 昭和18年ヵ 富永シケ
三分)

①底 洋紙(厚紙)製 長22.3 幅9.1

②外 洋紙(厚紙)製 長25.7 幅12.2

③内 洋紙(厚紙)製 長25.2 幅12.3

6 足袋型紙(十文 大正~昭和 富永シケ
三分) 21年

①底 洋紙製張 長25.2 幅9.4
合せ

②外 洋紙製 長27.0 幅13.8

7 足袋型紙(十文 大正~昭和 富永シケ
三分) 21年
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員数 備 考 備品番号

3点 一綴
l組

l点 2001P2870 

l点 墨書「小九文J 2001P2871 

l点 墨書「小九文」 鉛筆書「八丈幅 2001P2872 
まわり=寸九匁j

4点 3点ー綴
l組

l点 2001P2873 

l点 墨書「八文J 2001P2874 

l点 墨書「八文j 2001P2875 

l点 墨書「八文j 2001P2876 

4点l3点ー綴
組

l点 墨書「九文三分硝減しj美佐子 2001P2877 
大正五年十二月之作」

l点 墨書「九文三分J 2001P2878 

l点 2001P2879 

l点 2001P2880 

3点 一綴
l組

l点 墨書「九文=分J 2001P2881 

l点 墨書「九文三分j 2001P2882 

1)点 墨書「九文三分J 2001P2883 

3点 一綴
l組

l点 鉛筆書「九文三分J 200 1 P2884 

l点 鉛筆書「九文半J 2001P2885 

l点 鉛筆書「九文三分」 2001P2886 

2点
l組

1)点 墨書「十文三分J 2001P2887 

l点 墨書「十文三分J 2001P2888 

3点
l紐



寄贈質料 8.富永龍一資料(追加分)

番号 名称 時代 制作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

①底 洋紙製 長24.6 幅9.8 l点 墨書「十文二分J 2001P2889 

②内 洋紙製 長34.0 幅14.5 l点 墨書『十文三分j 2001P2890 

③外 洋紙製 長27.8 幅13.7 l点 墨書『十文三分J 2001P2891 

8 足袋型紙(十 明治~大正 富永シケ 3点 一韻

文) 時代 l組

①底 和紙製 長23.3 幅9.3 l点 2001P2892 

②内 和紙製 長26.5 幅13.2 l点 2001P2893 

③外 和紙製 長27.1幅14.0 l点 墨書f十文ぞとJ 2001P2894 

9 足袋型紙(十 昭和18年ヵ 富永シケ 3点 一綴

文) l組

①底 洋紙(厚紙)製 長24.3 幅9.3 l点 鉛筆書f十文J 2001P2895 

②内 洋紙(厚紙)製 長27.8 幅12.8 l点 鉛筆書『十文J 2001P2896 

③外 洋紙(厚紙)製 長27.3 幅13.3 l点 鉛筆書『十文J 2001P2897 

10 足袋型紙(五 大正~昭和 富永シケ 3点 一綴
文) 21年 l組

①底 洋紙製 長12.8 幅6.2 l点 戦車の児童画 2001P2898 

②外 洋紙製 長16.5 幅11.5 l点 墨書『五文J 2001P2899 

③内 洋紙製 長16.7 幅9.3 l点 戦車の児童画 2001P2900 

11 足袋型紙(七 昭和2年 富永シケ 3点 一綴

文) l組

①底 洋紙製張 長17.3 幅7.4 l点 鉛筆書「七文J 2001P2901 
合せ

②内 洋紙製張 長21.5幅11.5 l点 墨書『昭和2年作」 2001P2902 
合せ

③外 洋紙製張 長21.5幅12.2 l点 墨書『昭和2年J 2001P2903 
合せ

12 足袋型紙(六文 昭和2年ヵ 富永シケ 3点 一綴

八分) l組

①底 洋紙製張 長16.0 幅7.4 l点 墨書『六文八分j 2001P2904 
合せ

②内 洋紙製張 長18.8 幅10.2 l点 墨書『六文八分j 2001P2905 
合せ

③外 洋紙製張 長18.6 幅11.5 l点 墨書『六文八分」 2001P2906 
合せ

13 足袋型紙(九文 昭和時代 富永シケ 4点 3点ー縞
半) l組

①底 和紙製 長22.5 幅9.3 l点 墨書f九文半J 2001P2907 

②底 洋紙製張 長22.6 幅9.0 l点 墨書『九文半Jぺン書き「昭和J 2001P2908 
合せ
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寄贈資料 8.富永龍一資料(追加分)

番号 名称 時代 制作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

③内 洋紙製張 長25.6 幅13.5 l点 墨書「九文半J 2001P2909 
合せ

④外 洋紙製張 長25.5 幅14.5 l点 墨書「九文半j 2001P291O 
合せ

14 足袋型紙(八文 昭和2年 富永シケ 3点 一綴
半) l組

①底 洋紙製張 長18.5 幅7.0 l点 墨書『昭和二年之作J 2001P2911 
合せ

②内 和紙製 長22.0 幅11.7 l点 墨書『八文半昭和二年J 2001P2912 

③外 和紙製 長21.8幅11.7 l点 墨書「昭和二年之作J 2001P2913 

15 足袋型紙(九文 昭和17年l 富永シケ 4点
三分ヵ) 月 l組

①底 洋紙製 長22.2 幅9.2 l点 2001P2914 

②底 洋紙製 長22.2 幅9.1 l点 墨書「母j 2001P2915 

③外 洋紙製縫 長24.6 幅13.4 l点 墨書「母j 鉛筆書f十七年一月 2001P2916 
止 祖母分j

④内 洋紙製縫 長25.2 幅13.4 l点 墨書「母j 鉛筆書『十七年一月 2001P2917 
止 祖母分j

16 足袋型紙(九文 大正~昭和 富永シケ 3点 一綴
七分) 21年 l組

①底 和紙製 長22.8 輔9.4 l点 墨書「九文七分j 2001P2918 

②外 和紙製 長26.7 幅13.7 l点 墨書「九文七分J 2001P2919 

③内 和紙製 長27.1幅12.7 l点 墨書「九文七分」 2001P2920 

17 足袋型紙(九文 大正~昭和 富永シケ 2点
七分) 21年 l組

①底 和紙製 長23.0 幅9.3 l点 墨書「九文七j 2001P2921 

②外 和紙製 長26.4幅12.6 l点 墨書「九文七j 2001P2922 

18 足袋型紙(十文 昭和18年 富永シケ 3点
二匁) l組

①底 洋紙(厚紙)製 長25.5 幅10.2 l点 墨書「昭和十八年十文三匁 2001P2923 
長次匁分J青鉛筆書「板橋幸多」

②内 洋紙(厚紙)製 長28.3 幅13.3 l点 墨書「十文三匁J 2001P2924 

③外 洋紙(厚紙j製 長28.3 幅13.8 l点 墨書「十文三匁J 2001P2925 

19 足袋型紙(十文 大正~昭和 富永シケ 3点l既製品の型紙を加工したもの
半) 21年 組 カ

①底 和紙製張 長26.1幅10.0 l点 押印『拾文半j 2001P2926 
合せ

②内 和紙製張 長29.5 幅14.4 l点 押印『拾文半j 2001P2927 
合せ
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寄贈質料 8.富永龍一資料(追加分)

番号 名称 時代 制作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

③外 和紙製張 長33.4 幅15.0 l点 押印『拾文半J 2001P2928 
合せ

20 足袋型紙(十文 大正~昭和 富永シケ 3点
半ヵ) 21年 l組

①底 和紙製張 長24.5 幅9.8 l点 2001P2929 
合せ

②内 和紙製張 長29.0 幅14.0 1点 2001P2930 
合せ

③外 和紙製張 長33.0 幅15.2 l点 2001P2931 
合せ縫止

21 足袋型紙(九 昭和18年ヵ 富永シケ 3点 一綴
文) l組

①底 洋紙(厚紙)製 長14.2 幅6.4 l点 2001P2932 

②内 洋紙製 長16.7 幅9.7 l点 2001P2933 

③外 洋紙製 長17.0 幅10.4 l点 2001P2934 

22 足袋製作用布 昭和時代 富永シケ 木綿製 (1)77.0X35.0 2点 2001P2935 
(2)42.0X31.5 -2936 

23 足袋製作用布 昭和時代 富永シケ 木綿製 21.0X29.5 l点 2001P2937 

24 足袋製作用布 昭和時代 富永シケ 木綿製縞 93.0X31.5 l点 2001P2938 

25 足袋製作用布 昭和時代 富永シケ 木綿製 (1)23.5 x 32.5 3点 2001P2939 
(2)35.0X9.4 -2941 
(3)22.3X9.4 

26 製作途中の足 昭和21年 富永シケ 木綿製 長16.1 幅8.3 2点 2001P2942 
袋 -2943 
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寄贈資料 9.武部自ー資料

9.武部自一資料

〈資料内訳〉近世・近代資料…・...・ H ・....…・…....・H ・-…25件71点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量

脇差無銘捺付 不詳 無銘 鉄 長39.9 反1.0 目釘
穴l個

2 魅前立六十二間星 江戸時代 作成不詳 鉄・革・布製 鉢高15.6 胴高40.4
児・紺糸威胴丸具足 漆塗
小異足付

3 橋前立茶漆塗烏帽子 江戸時代 作成不詳 鉄・革・布製 鉢高36.4 胴高40.6
形兜・茶漆塗紺糸威 漆塗
胴丸具足小具足付

4 指物飾輪 江戸時代 作成不詳 竹製金属 径36.8
環黒漆塗

5 橘紋入陣羽織 江戸時代 作成不詳 ラシャ・絹 桁35.8 丈96.6

6 橘紋入胸当 江戸時代 作成不詳 ラシャ・絹 縦58.2 横30.4

7 橘紋入胸当 江戸時代 作成不詳 革金箔押 縦46.4横32.0
し

8 橘紋入陣羽織 江戸時代 作成不詳 麻 桁63.4丈89.0

9 橘紋入胸当 江戸時代 作成不詳 麻 縦55.0 横31.0

10 着込鎖雌子 江戸時代 作成不詳 鉄・革・布製 縦48.0 横49.0

11 覆い布 江戸時代 作成不詳 品目・革 縦70.8 横31.8

12 覆い布 江戸時代 作成不詳 絹・革 縦75.4横31.0

13 覆い布 江戸時代 作成不詳 ラシャ・絹 縦75.4横31.0

14 指物布きれ 江戸時代 作成不詳 絹 縦60.0 横16.0

15 背旗 江戸時代 作成不詳 綿 縦118.2 横24.8

16 鶴に松竹梅文風呂敷 幕末~近代 作成不詳 綿 縦109.2 横96.0

17 鶴に松竹梅文風呂敷 幕末~近代 作成不詳 綿 縦72.0 横68.0

18 橘紋入風呂敷 幕末~近代 作成不詳 綿 縦115.0 横95.0

19 甲宵収納袋 幕末~近代 作成不詳 綿 縦22.0~52.。
横22.0~28.。

20 金沃懸朱塗蓋付椀 幕末~近代 不詳 木 製 朱 漆 椀:径12.4高5.5
塗り 蓋:径11.4高3.2

総高8.3

21 金泥縁黒漆塗蓋付椀 幕末~近代 不詳 木製黒漆 椀:径10.0 高4.6
塗り 蓋:径9.2 高3.1

総高6.8

22 鶴松文金蒔絵黒漆塗 幕末~近代 不詳 木 製 黒 漆 椀:径12.6 高5.2
蓋付椀 塗り 蓋:径11.7高3.1

総高7.7

23 芥子花文刺繍習作 近代 (武部)す 絹製刺繍 布:縦30目O横23.5
みえ 額装
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員数 備考 備品番号

l振 長州藩公より拝領 2001P2944 
万袋(新、古)

l領 袖2篭手2嬬当22001P2945 
侃楯l面頬l植2 ~2946 

l領 袖2篭手2臆当2200 1 P2947 
侃楯l面頬l橿i ~2948 
背旗筒l

4本 2001P2949 
~2952 

l領 2001P2953 

l領 火事装束 2001P2954 

l領 2001P2955 

l領 夏用 2001P2956 

l領 夏用 2001P2957 

l領 2001P2958 

l枚 紫染め 2001P2959 

l枚 朱染め 2001P2960 

l枚 「建J 2001P2961 

l組 旗指物の飾りの一 2001P2962 
3枚 部か ~2964 

l枚 「建」 青染 2001P2965 

l枚 緑色染め 2001P2966 

l枚 緑色染め 2001P2967 

l枚 茶色染め 2001P2968 

16枚 黄色紐付き 2001P2969 
~2984 

2組 2001P2985 
~2986 

2組 2001P2987 
5点 ~2991 

2組 蓋のみl点 2001P2992 
5点 ~2996 

l面 芥子の花刺繍 「す 2001P2997 
みえ」の名前刺繍



寄贈資料 9.武部白一資料 10.野間吉夫収集資料(追加分)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 f去 量 員数 備考 備品番号

24 宝尽文刺繍習作 近代 (武部)す 絹製刺繍 布:縦29.0 横39.2 l面 2001P2998 
みえ 額装

25 はぎれ・紐一括 幕末~近代 作成不詳 絹・綿等 縦1O.0~60.0 16組 2001P2999 
横20.0~30目。 ~3014 

10.野間吉夫収集資料(追加分)

〈資料内訳〉民俗資料 生活の用具…・…・…・…・………18件18点

番号 名称 時代 製作地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号[

組み笠(檎笠) 昭和時代 日本 木 前14.5 径44.3 1)点 2001P3015I 

2 組み笠(檎笠) 昭和時代 日本 木 高13.0 径39.8 1点 2001P3016 

3 編み笠 昭和時代 日本 繭・布 高14.7 長径46.0 l点 2001P3017I 

4 編み笠 昭和時代 日本 蘭 高14.5 径50.0 l点 2001P3018 

5 縫い笠(菅笠) 昭和時代 日本 官・竹・紙 高12.4径49.5 l点

6 縫い笠(菅笠) 昭和時代 日本 菅・竹・紙 高9.5 径52.0 l 点 2001P3020 

7 縫い笠(菅笠) 昭和時代 日本 菅・竹・紙 高3.0 径33.7 l点 2001P3021 

8 押さえ笠(蒲葵笠) 昭和時代 日本 ビロウ・竹 高23.0 径55.5 1 )点 2001P3022I 

9 押さえ笠 昭和時代 日本 竹皮・竹 高11.2径32.0 l点 2001P3023 

10 押さえ笠 昭和時代 日本 竹皮・竹 高11.0径32.4 l点 2001P3024 

11 押さえ笠 昭和時代 日本 麦藁・竹 高15.5 径37.5 l点

12 押さえ笠 昭和時代 日本 麦藁・竹・布 高13.0 径38.0 l点 2001P3026 

13 張り笠(鰻頭笠) 昭和時代 日本 竹・紙・布 高14.0 径42.5 l点 2001P3027 

14 組み笠 現代 東南アジア 竹 高11.0径35.0 l点 2001P3028 

15 縫い笠 現代 マレーシアサラワク州 榔子葉・竹 高18.2 径52.7 l点 ダヤク族 2001P3029 

16 縫い笠 現代 東南アジア 榔子葉・竹 高18.2 径43.7 l点 2001P3030 

17 縫い笠 現代 東南アジア 榔子葉・篠 高13.8 径40.0 l点 2001P3031 

18 押さえ笠 現代 東南アジア 竹皮・竹 高11.2径45.7 l点 2001P3032 
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寄贈資料 11.伊藤博子資料

11.伊藤博子資料

〈資料内訳〉民俗資料 1 生活の用具……...・H ・.....・ H ・..15件18点

1 生活の用具

番号 名称 時代 製作地 使用地ほか 品質・形状 法量

かもじ(毛先) 昭和10-梶山謹 宗像郡伊藤 人毛毛 長約58
20年 製 博子 元結束 幅約8

2 かもじ(前髪) 昭和10-梶山謹 宗像郡伊藤 人毛毛 長約50
20年 製 博子 元織込 幅約10

3 かもじ(八姫) 昭和10-肥後構 宗像郡伊藤 人毛毛 長約50
20年 製 博子 元根立 幅約叩

4 かもじ(排天) 昭和10-不詳 宗像郡伊藤 人毛 長約65
20年 博子 幅約8

5 鴛鷲草花文様 昭和初期 不詳 宗像郡伊藤 木製・漆 長9.5
螺鋼櫛 カネ・博子 塗 幅5.4

6 草花文様螺銅 昭和初期 不詳 宗像郡伊藤 木製・漆 長16.3
算 カネ・博子 塗

7 草花文様金蒔 昭和初期 不詳 宗像郡伊藤 木製・朱 長16.0
絵奔 カネ・博子 漆塗

8 珊瑚玉響 昭和初期 不詳 宗像郡伊藤 澗瑚真 長15.7
カネ・博子 鎗製

9 珊瑚玉根掛 昭和初期 不詳 宗像郡伊藤 珊瑚玉 径1.5
カネ・博子

10 皆掛 昭和初期 不詳 宗像郡伊藤 絹製・鹿 長36.5
カネ・博子 子織 幅10.0

11 (髭の下地) 昭和初期 不詳 宗像郡伊藤 和紙製 長18.0
カネ・博子 幅12.5

高6.5

12 牡丹笹葉文様 昭和初期 不詳 宗像郡伊藤 真鎗製 長15.1
透彫平打普 サガオ 金銀鍍金

13 葵文様透彫瞳 昭和初期 不詳 宗像郡伊藤 竃甲製 長15.2
甲響 サガオ

14 草花文様金蒔 昭和初期 不詳 宗像郡伊藤 龍甲製 長9.3
絵竃甲櫛 サガオ 幅4.2

15 ガラス玉根掛 昭和初期 不詳 宗像郡伊藤 ガラス製 全長14.2
サガオ 玉8個連結 玉径1.2
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2 民俗知識関連の用具…………… l件 1点

〈総計)16件19点

員数 備 考 備品番号

l点 袋rMIHOKAMOZI 美保かもじ 2001P3033 
消毒済毛先4号J購入先は糟
屋郡薬屋「おぐしj

l点 袋rMIHOKAMOZI 前髪かもじ 2001P3034 
消毒済J購入先は糟屋郡薬屋
「おぐしJ

l点 袋「特製八姫御かもじ消 2001P3035 
毒済6根立j購入先は糟屋郡
薬屋「おぐしJ

l点 袋「昭和産業博覧会に珍テ功労 2001P3036 
賞金牌受領耕天かもじ改
良つとみの百六拾号J値札
「福岡県小間物袋物卸商組合
福岡公認 No..6 等級6小売
価格￥1.15J購入先は糟屋郡薬
屋「おぐし』

l点 正月の装いに使用 2001P3037 

l点 正月の装いに使用 2001P3038 

l点 正月の装いに使用 2001P3039 

l点 正月の装いに使用 2001P3040 

4点 組欠落正月の装いに使用 2001P3041 
-3044 

l点 正月の装いに使用 2001P3045 

l点 値札r2.小間物袋物査定之証 200 1 P3046 
50銭」 正月の装いに使用

l点 正月や仲人を勤めたときの装 2001P3047 
いに使用

l点 正月や仲人を勤めたときの装 2001P3048 
いに使用

l点 正月や仲人を勤めたときの装 2001P3049 
いに使用

l点 紐切れ正月や仲人を勤めた
ときの装いに使用



寄贈資料 1l.伊藤博子資料 12.有久直幸資料

2 民俗知識関連の用具

名称

最新フランス
刺繍基本縫

品質・形状 備考

墨書「高一之四貞
包幸子J(伊藤博子氏
の旧姓名)

糟屋郡志免町|木綿布にダーニン
伊藤博子 |グ以下29種の刺繍

柄を印刷

12.有久直幸資料

〈資料内訳)1 写真帳等………………………...・ H ・..……7件9点

2 絵画…………………...・ H ・..…...・ H ・..……l件l点

1 写真帳等

3 拓本………...・H ・.....・ H ・-…・……l件 l点

〈総計)9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

滋賀県写真帖 明治43年10滋賀県 印刷書冊 26.7x37.0 2冊 仏像・仏画等の写真帖、 2001P3052 
月3日発行 史跡・名勝等の写真帖各 ~3053 

l冊のセット 験入り

2 第13回九州沖縄八県 明治43年10福岡県協賛 印刷書冊 24.5x31.2 l冊 2001P3054 
連合共進会紀念写真 月10日発行 dZL 五Z

帖

3 九州帝国大学写真帖 大正9年4月 九州帝国大 印 刷 書 冊 24.2x33.5 l冊 2001P3055 
3日発行 学

4 青島今昔写真帖 大正10年5 博文堂書庖/ 印刷書冊 13.5X 19.5 l冊 大正6年12月初版 2001P3056 
月4版 発行

5 伊勢神宮・橿原神宮 大正12年 朝倉郡連合 印刷書冊 26.5X37.3 1$ 2001P3057 
-明治神宮・桃山御 分会
陵参拝団紀念写真帖

6(1) 寓松葉 昭和7年4月 承天禅寺123 印刷書冊 19.3x27.2 l冊 開山聖一国師650年詳記 2001P3058 
発行 世鳳精洲 念承天寺写真帖パン

フレット『博多と聖一国
師』付き朕入り

6(2) 博多と聖一国師 昭和7年3月 承天寺 印刷パン 19.3XI3.3 l部 写真帖『高松葉Jの附録 2001P3059 
フレット カ

7 IMPERIAL ALBUM of 20世紀初め E.'& S. Ltd(ロ 印刷白黒 23.3X30.3 l冊 2001P3060 
LONDON VIEWS ンドン)/発行 写真貼付

書冊

2 絵画

作者

不明

備 考名称

8 I渡唐天神像

3 拓本

作者 備 考名称

9 I阿弥陀仏経石拓本 不明 宗像神社経石(重要文化
財)の拓本
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寄贈資料 13.納冨寛資料(追加分) 14.瀧一郎資料(追加分) 15.吉木久吉資料

13.納冨寛資料(追加分)

〈資料内訳〉民俗資料 芸能・娯楽用具………… H ・H ・...10件10点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考

博多にわか半面 現代 東学 紙 着色 縦11.2横22.8 l点 ゴム付

2 博多にわか半面 現代 東学 紙 着色 縦13.0 横22.7 l点 ゴム付

3 博多にわか半面 現代 石田清高(清兵衛) 紙着色 縦10.0 横21.0 l点

4 博多にわか半面 現代 寓田新造 紙着色 縦12.0 横20.5 l点 ゴム付

5 博多にわか半面 現代 富田新造 紙着色 縦12.0 横20.5 l点

6 博多にわか半面 現代 福岡市役所 紙印刷 縦12.0 横21.0 l点 ゴム付 どんたく用

7 博多にわか半面 現代 福岡ボート 紙印刷 縦11.0横20.0 l点 どんたく用

8 博多にわか半面 現代 株式会社東雲堂 紙印刷 縦10目O横18.8 l点 二O加せんぺい附録

9 博多にわか半面 現代 株式会社東雲堂 紙印刷 縦10.0 横18.6 l点 女面二O加せんぺい附録

10 団扇 現代 株式会社東雲堂 紙印刷 直径21.5 l点 二O加せんぺい宣伝用

14.瀧一郎資料(追加分)

〈資料内訳〉戦時資料……………...・ H ・......・ H ・H ・H ・....・ H ・..7件8点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考

陶製手摺弾 昭和19~20年頃 作者不詳 陶製 局9.0径8.0 2点

2 襟章(星3つ) 昭和18年前後 作者不詳 毛織物(ラシャ)製 2.5X4.7 l組 陸軍上等兵

3 襟章(星2つ) 昭和18年前後 作者不詳 毛織物(ラシャ)製 2.6x4.8 l組 陸軍一等兵

4 襟章(星lつ) 昭和18年前後 作者不詳 毛織物(ラシャ)製 2.5X4.8 l組 陸軍二等兵

5 軍事郵便用封筒 昭和前期ヵ 作者不詳 印刷封筒 16.5x9.4 l点

6 封筒(海軍) 昭和前期ヵ 作者不詳 印刷封筒 23.3X8.4 l点

封筒(陸軍) 昭和前期ヵ 作者不詳 印刷封筒 22.0x8.3 l点

15.吉木久吉資料

平成2年度寄託資料からの切り替え…...・ H ・-….....・ H ・4件4点

備品番号

2001P3063 

2001P3064 

2001P3065 

2001P3066 

2001P3067 

2001P3068 

2001P3069 

2001P3070 

2001P3071 

2001P3072 

備品番号

2001P3073 
~3074 

2001P3075 

2001P3076 

2001P3077 

2001P3078 

2001P3079 

2001P3080 

『平成2年度収集収蔵品目録8~ に掲載備品番号は、 90Dl72~90D 175を2001P3081~2001P3084に読み替え
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寄贈資料 16.高田茂虞資料(追加分) 17五十川弥文資料(追加分) 18.肥塚薫資料

16.高田茂虞資料(追加分)

〈資料内訳〉近世資料……一……...・ H ・.....・ H ・..……………3件7点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 ?去 量 員数 備 考 備品番号

緑紬徳、利 江戸時代 能古焼 陶製 巾15.2 口径4.5 高24.8 l口 摂虫駆除の鯨油をいれ 2001P3085 
後期 て近代まで使用

2 緑紬徳利 江戸時代 能古焼 陶製 巾13.0 口径5.0 高23.4 l口 螺虫駆除の鯨油をいれ 2001P3086 
後期 て近代まで使用

3 吹塗内朱塗五段 安政2年6不詳 木製(桜材 箱27.0x 13.4高36.4 l組 蓋墨書「御弁当箱Jf安政 2001P3087 
割子弁当箱 月吉田 カ) 黒内朱 五段重箱23.9x 11.0高28.0 二年六月吉日 虎繁丸J

漆塗

17.五十川弥文資料(追加分)

〈資料内訳〉民俗資料 1 生活の用具・・…・・…...・ H ・..…・・l件1点 2 社会生活の用具一一...・ H ・・・…...・ H ・.1件l点

〈総計)2件2点

1 生活の用具

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

2 児童用椅子 昭和時代 不詳 木製・杉材 28.4x39.8 l点
x33.5 

18.肥塚薫資料

〈資料内訳〉近世文書…........・H ・..……・…………………・・2件2点

称

2 I黒団長政遺言写

時代

江戸時代中期

江戸時代中期

-183ー

備 考

壁に土を塗るとき、この布海苔を混ぜて使
用した

{蒲 考

福岡第一師範学校で使われた児童用の椅子
と伝えられる。 2箇所施された焼き印は現在
は判読不能だが、かつては「福岡師範学校J
と文字が読めたと Lづ。荒戸の旧師範学校
横にあった防空壕にて採集したもの

備考

第8代治高まで

備品番号

2001P3089 



寄贈資料 19.戸次秀之資料 20.大和英二資料 21.小山田徳男資料(追加分) 22.鈴木一良資料

19.戸次秀之資料

〈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

新尽市街地図 康徳4年l月20 二重洋行(新示入船 色刷 109.8X78.8 l点 左下にf康徳二年十月現
日発行 町)発行 在」とあり

2 釜山府市街図 昭和11年11月 武田広文堂(釜山府 色刷 55.0X78.8 l点 表に市街南部、裏に北
20日発行 大庁町)発行 部の地図

20.大和英二資料

〈資料内訳〉近世書跡……...・ H ・..………………....・ H ・.......1件2点

名称 時代 品質・形状 法量

1 I亀井南冥漢詩扉風

21.小山田徳男資料(追加分)

〈資料内訳〉書籍...・ H ・-・……...・ H ・-・………………...・ H ・....1件l点

名称 時代 制作者

1 I帝国いろは字典|明治43年2月|矢島誠進堂発行 著者兼発行者矢島嘉
平次

22.鈴木一良資料

平成6年度寄託資料からの切り替え……………...・ H ・..1件I点

『平成6年度収集収蔵品目録12.1に掲載備品番号は、 94D2を2001P3097に読み替え
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備品番号

2001P3092 

2001P3093I 



寄贈資料 23.野北漁業協同組合資料 24.松井粛子資料 25.笠富造資料

23.野北漁業協同組合資料

〈資料内訳〉民俗資料 民俗知識関連の用具・・・・・…・・…・・…l件l点

名称

1 I野北浦沿革

24.松井粛子資料

作 者

白石五郎吉筆野北浦漁業組合編

〈資料内訳〉考古資料…………………...・ H ・.....・ H ・..……・ .1件l点

名称

1 I褐粕壷

25.笠富造資料

不詳

作者 品質・形状

陶器

〈資料内訳〉写真……………・………-・………・・…...……・・l件l点

名称 作者 品質・形状

品質・形状

法量

1 I写真(今津元冠防塁) 撮影者不詳 |白黒写真額装|写真24.5x30.5

-185-

備考





< 寄 託資料>





寄託資料 1.石橋興市郎資料 2.青木上ノ原八雲神社絵馬保存会資料

1.石橋興市郎資料

〈資料内訳〉近世・近代資料・…...・ H ・・・…・・・・…・・・・……・…・.8件23点

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法 量

朱漆塗御所車菊花文重箱 (幕末) 不詳 木製朱 漆 塗 縦16.8横18.2両22.9
箱:縦20.1横20.0高24.6

2 朱漆塗草花文金蒔絵割子付 (幕末) 不詳 木製朱 漆 塗 台:縦27.0横27.0高15目。
猫足膳重箱 割子:縦11.4 横11.4高

4.0(緑、黒、茶、黄土色) 割
子:縦10.6横10.6高4.5

3 朱漆塗松竹梅草花文金蒔絵 (幕末) 不詳 木製朱 漆 塗 膳:縦14.8横14.7高17.7
盃台・朱漆亀文三ッ組盃 盃:(大)径13.0高4.3 (中)

縦11.6高3.9 (小)縦10.3
横3.6

4 朱漆塗松竹梅鶴亀文金蒔絵 (幕末) 不詳 木製朱 漆 塗 (大)径10.8高3.9 (中)縦9.6
三ッ組盃 高3.5 (小)縦8.7横3.0

5 朱漆塗花文金蒔絵盃 (幕末) 不詳 木製朱 漆 塗 径6.2高3.6

6 朱漆塗五七桐文金蒔絵盃 昭和12年 不詳 木製朱 漆 塗 径8.8高2.9

7 黒漆塗富士秋草文金蒔絵足 (幕末) 不詳 木製黒漆塗 縦51.1横51.1高13.6
付膳

8 荒神釜 (幕末ヵ) 不詳 鉄、木製杉材 羽釜:径51.6高42.4
吹き漆塗 蓋.径60.4高13.5 総高

55.8 八角形台.縦82.8
横83.2高15.5

2.青木上ノ原八雲神社絵馬保存会資料

〈資料内訳〉絵馬……...・ H ・..………一…...・ H ・..…...・ H ・....1件l点、

時代 品質・形状名称

1 I競馬図絵馬 江戸時代・元禄14年(1701) 絹本着色額装

-189-

員数 備考 備品番号

l組 箱裏墨書 200101 
4点 「横町勘七J ~4 

l組 2001D5 
6点 ~1O 

l組 盃は亀模様 2001011 
6点 ~16 

l組 盃は亀模様 2001017 
3点 ~19 

l枚 2001020 

l枚 底「科事変 2001021 
凱旋記念」
「小路部隊J

l架 2001022 

l組 2001023 





< 購 入資料>





購入資料 1.松田家文書

I 一括資料

1.松田家文書

(資料内訳〉近世文書……・……・……………一…-…… .229件310点

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

定 元禄10年4月 岩永孫左衛 弘浦人中 墨書・ー紙 34.0X47.6 l通 奥裏書「表之証 200181 
11日 門・高原孫大 文、弘浦へ出置

夫 候間可得其
候J (差出)志賀
島弁指市兵衛・
浦人中

2 l申渡l 宝暦4年 神崎仁右エ門 墨書・継紙 24.8X82.4 l通 前後欠、苦労ヲ 200182 
(l) 他 以稲作仕方ニ付

2 [申渡l 宝暦10年 神崎仁右エ門 勝馬村百 墨書・継紙 24.6x58.7 l通 前欠、苦労ヲ以 200183 
(2) 他 姓甚次郎 稲作仕方ニ付

3 我等貨物召置申候 明和3年9月l 志賀村儀六・ 弘浦千五 墨書・ー紙 24.8X37.4 ljl!! 六拾文銭百九拾 200184 
書物之事 日 請人久五郎 良E 目

4 永代ニ売渡申家や 天日月6年午3月 五助他 正左エ門 墨書・ー紙 24.6X27.1 l通 六拾銭三百弐拾 200185 
敷之事 15日 目

5 仕上毒物之事 寛政2年3月 志賀島浦庄屋 岸本五郎 墨書・ー紙 27.9X41.6 l通 切支丹宗門改ニ 200186 
儀助 兵衛・立 付

花市右衛
門

6 貸物ニ召置申証拠 覚政2年3月10勝馬村当主喜 弘五郎次 墨書・ー紙 24.7 X36.9 [j直 端裏書「六十文 200187 
之事 日 助 銭百四十目J

7 [異国船漂着之心 寛政6年寅2月 永田清十郎・ 弘浦庄屋 墨書・継紙 27.5x 136.8 l通 前欠 200188 
得l 鈴木久左衛門 -組頭・

頭取

8 弘浦出人帳面払出 文化3年寅2月 弘浦庄屋久次 浦奉行 墨書・継紙 25.0 x 79.9 l通 男3人、女2人(奥 200189 
御願申上ル事 J!!~ 書)差出・新宮浦

大庄屋金内鉄六、
宛名・御浦御奉
行(裏書)r表書出
人間届候以上j、
差出・忠右衛
門・勝左衛門

9 弘浦庄屋久次郎御 文化3年寅2月 久次郎 御浦役所 墨書・継紙 25.0X84.5 l通 浦人出入ニ付 2001810 
願申上ル口上覚

10 童子式目 文化6歳正月 墨書・書冊 24.6xI8.6 l冊 竪帳墨付24丁 2001811 
吉日

11 弘浦出人宗旨御改 文化6年巳2月 弘浦庄屋久次 御浦御役 墨書・継紙 24.9X 55.8 l通 (奥書)差出・大 2001812 
帳払出御願申上ル 郎他 所 庄屋金内新左衛
事 門、宛名・御浦

御役所、志賀島
浦へ養子l名、
縁付l名

12 宗旨御改ニ付証拠 文化11年2月 弘浦庄屋新平 上府村庄 墨書・切紙 24.7x 19.1 l通 当浦弁次其村江 2001813 
之事 屋仁作 養子ニ付

13 宗旨御改ニ付証拠 文化11年2月 弘浦庄屋新平 諸岡村庄 墨書・切紙 24.9X 19目l l通 諸岡村意市江縁 2001814 
之事 屋惣助 付ニ参候ニ付
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14 借用仕証文之事 文化13年子正 伊ニ郎 庄屋新平 墨書・ー紙 35.2x24.6 l通 六銭八拾五匁、 2001815 
月 勝馬村上納不納

ニ付

15 宗旨御改ニ付証拠 文化15年2月 弘浦庄屋新平 那珂郡志 墨書・切紙 24.6x22.4 l通 亀之助其村丈七 2001816 
之事 賀島庄屋 養子ニ付

武右エ門

16 宗旨御改ニ付証拠 文化15年2月 弘浦圧屋新平 博多辻堂 墨書・切紙 24.6X21.8 l通 其町吉松当浦江 2001817 
之事 町上年寄 養子ニ付

利作

17 宗旨御改ニ付証拠 文政3年2月 弘浦庄屋新平 博多鰯町 墨書・継紙 24.6 x 17.8 l通 其町三太夫男子 2001818 
之事 年寄あか 三之助当浦江養

し 子ニ付

18 宗旨御改ニ付証拠 文政3年2月 弘浦庄屋新平 志賀島庄 墨書・継紙 24.7X 16.3 l通 其浦へ縁付ニ付 2001819 
之事 屋源四郎

19 御書付写 文政4巳11月 弘浦庄屋新平 墨書・書冊 24.4X 18.5 l冊 竪帳墨付13丁 200IB20 

20 御番付写 文政4巳11月 弘浦圧屋新平 墨書・書冊 23.6X 15.9 l冊 竪帳墨付6丁 2001821 

21 宗旨御改ニ付証拠 文政5年2月 弘浦庄屋新平 志賀島庄 墨書・継紙 24.6XI7.8 l通 其村へ縁付ニ付 2001822 
之事 屋勘助

22 宗旨御改ニ付証拠 文政5年2月 弘浦庄屋新平 志賀島浦 墨書・切紙 24.9x 19.2 l通 其浦へ養子ニ参 2001823 
之事 庄屋源四 候ニ付

~~ 

23 宗旨御改ニ付証拠 文政5年2月 弘浦庄屋新平 志賀島村 墨書・切紙 24.5X 19.0 l通 其村丈七養子亀 2001824 
之事 庄屋勘助 吉、当浦江帰参

ニ付

24 宗旨御改ニ付証拠 文政5年2月 弘浦庄屋新平 志賀島村 墨書・切紙 24.5X 16.1 l通 養子ニ参候ニ付 2001825 
之事 庄屋勘助

25 宗旨御改ニ付証拠 文政6年2月 新平 大工町年 墨書・継紙 24.5X 18.8 l通 其町かね当浦へ 2001826 
之事 寄又吉 縁付ニ付

26 弘浦庄屋組頭組頭 文政7年申11 弘浦庄屋新平 志賀吉祥 墨書・継紙 24.5X72.2 l通 「当浦蛭子宮大 2001827 
取百性中御願申上 月 寺 破ニ付J、(奥書)
ル書物之事 差出・志賀宮司

吉祥寺栄洲(花
押)、宛名・弘浦
庄新平、組頭、
組頭取衆中

27 乍恐弘浦庄屋組頭 文政7年申11 弘浦庄屋新平 那岡、席 墨書・継紙 24.5x 117.8 l通 (奥書)差出・箱 2001828 
御願申上口上之覚 月 他 回、夜須、 衛崎浦門大庄屋字左

コ笠役場 、宛名・平
野茂平、肥後才
次郎

28 l請取綴l 文政8年6月 郡役所 弘浦中 墨書・切紙 28.2 x 13.2 l綴 4枚 2001829 
綴

29 長崎御非番年同所 文政9年成5月 弘浦役場 墨書・書冊 24.6X 18.2 l冊 竪帳墨付6丁 2001830 
江非常之異国船渡
来之節三立御手当
テ水夫並浦伝道順
番差出候控之事
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30 申渡 文政9年成12 岸原七大夫 弘浦平 墨書・継紙 97.8X 15.8 l通 当夏、唐船遠州 2001831 
月 七、方平 漂着之唐船漕送

立乗組水夫致出
精、依之称誉、
鳥目七百七拾文
宛頂戴

31 [起請文断簡l 「文政十何年J 墨書・継 24.6X25.0 l通 2001832 
紙、断筒

32 [弘浦中人名書上l文政10年3月 墨書・書冊 28.0X20.8 l冊 (表題)浦中切支 2001833 
丹宗門改竪帳
6丁裏ハ諸社
御初歴控

33 那珂郡弘浦庄組 「文政十何年」 墨書・継紙 24.6x35.6 11m 養育調方ニ付 2001834 
頭、組頭取中起請 包紙あり(包紙ウ
文ヲ以申上Jレ前書 ワ書)養育御調子
之事 ニ付書紙書物、

那珂郡弘浦

34 請印帳添書物之事 文政13年2月 百姓中 浦役人中 墨書・継紙 24.6x64.0 l通 十二月限上納出 2001835 
来がたきニ付

35 那珂郡弘浦穏婆起 天保3年 弘浦穏婆勝平 墨書・継紙 24.6x73.0 l通 何方よりニ而茂 2001836 
請文ヲ以申上前書 母 産ニ跡之頼成候
之事 ハハ速ニ罷越弥

切ニ世話遣可申
候事

36 御請合申上Jレ書物 天保4年2月 志賀島村久吉 弘浦御役 墨書・一紙 24.6X33.8 l通 次吉帳面ニ御指 2001837 
之事 人中 加被仰付

37 書物之事 天保6年未2月 買置久助・請 浦役人衆 墨書・ー紙 25.0x36.4 l通 六銭弐百五十 2001838 
人嘉助 中 目、家置入ニ付

年貢等一切私よ
り弁ずべく

38 弘浦庄屋組頭依御 天保7年3月 弘浦庄屋弁左 浦役所 墨書・継紙 23.0X68.6 l通 当浦仁作壱州ニ 2001839 
詮議乍恐申上ル口 エ門 テ櫓木盗取ニ付
上覚

39 弘浦仁作組合中依 天保7年3月 弘浦仁作組 浦役所 墨書・継紙 23.0x96.0 l通 中欠、仁作櫓木 2001840 
御詮議乍恐申上Jレ 合、先平助他 盗取ニ付家財な
口上之覚 ど売払

40 弘浦庄屋組頭乍恐 天保8年3月 弘浦庄屋源六 御浦御役 墨書・継紙 24.6x47.6 l通 長崎御用俵物不 2001841 
御願申上ル口上ノ 郎他 所 漁ニ付長州玉江
覚 浦漁人雇入

41 l受取l 天保13年5月 桐山九郎次 弘浦嘉助 墨書・切紙 27.6x9.8 l通 米小売運上銀五 2001842 
匁

42 [受取l 天保13年5月 桐山九郎次 弘浦久助 墨書・切紙 27.8X 13.2 l通 椛室運上銀弐匁 2001843 
五分

43 [受取l 天保13年5月 桐山九郎次 弘浦平蔵 墨書・切紙 27.8x 13.0 11m 米小売運上銀五 2001844 
匁

44 証拠之事 天保15年辰8 弘浦平助他 茂平 墨書・継紙 24.0x67.0 l通 六十文正銭壱貫 2001845 
月 コ百目

45 浜書物之事 弘化2年巳6月 下関阿弥陀寺 箱崎村圧 墨書・継紙 24.4X313.2 l通 下関出帆箱崎浦 2001846 
幸吉 屋因幡六 にて破船ニ付諸

郎右エ門 事才判
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46 弘浦庄屋組頭乍恐 弘化3年6月 弘浦座屋孫七 御浦御役 墨書・継紙 24.6x64.6 l通 当浦大崎ニテ秋 2001847 
奉願口上之覚 所 敷鮪網敷入申度

47 弘浦卯八請合申書 弘化3年7月 弘浦西かた組 新宮浦吟 墨書・継紙 24.6x 107.2 l通 卯八、友の卯吉 2001848 
物之事 合中他 味役惣作 を打ちゃくに

付、御役沙汰

48 未進帳 弘化3年3月 弘浦庄屋孫七 野坂利右 墨書・書冊 24.4X 18.0 l冊 竪帳4丁男壱 2001849 
エ門 人女壱人御改前

ニ帰合不申未進
判仕申候

49 弘浦圧屋組頭乍恐 弘化3年午8月 弘浦庄屋孫七 細江猪三 墨書・継紙 24.2X73.0 l適 長崎御用干姐当 2001850 
御願申上ル口上之 他 ~B 年当浦より相納
覚 候付症貝、小貝

之分生売、(奥裏
書)俵物ニ不相成
症貝之分売差免

50 l口上覚l 弘化3年11月 弘浦庄屋孫七 御浦御役 墨書・継紙 25.0x33.8、 l通 前中欠により2
27日 所 25.0xI7.0 枚に分離竹伐

採につき諸条々

51 弘浦庄屋孫七乍恐 嘉永2年酉6月 弘浦圧屋孫七 墨書・横半 12.4x35.8 l冊 当浦彦蔵不人品 2001852 
申上Jレ口上之覚 帳 ニ付兄弟喧嘩仕

候得共嘗め候得
共聞入不申

52 弘浦庄屋組頭乍恐 嘉永2年酉8月 弘浦庄屋孫七 墨書・継紙 24.2 x 71.2 l通 当浦人家前波戸 2001853 
御願申上ル口上之 他 大破ニ付、取繕
覚 度、金子拝借願

53 弘浦より仕上Jレ指 嘉永3年成正 弘浦庄屋孫七 御浦御役 墨書・継紙 24.4X52.4 l適 当浦弥作長崎水 2001854 
出之事 月晦日 他 所 夫出奔ニ付

54 岡地貸入召置候証 嘉永亥4年6月 岡地主貞八他 弘浦庄屋 墨書・継紙 24.4X65.0 l通 六拾文銭百五拾 2001855 
文之事 孫七 八匁三分弐厘

55 弘浦出人宗旨帳面 嘉永5年子正 弘浦庄屋孫七 御浦御役 墨書・継紙 24.4x48.4 l通 すえ、玄海島ニ 2001856 
払出御願申上ル事 月 他 人 縁付ニ付 (奥裏

書)表書出人間届

候以上、太左衛
門、猪三郎

56 証拠之事 嘉永5年子3月 香音寺隠州 野坂利右 墨書・切紙 24.8x 16.4 l通 弘浦平五郎家内 2001857 
エ門 弐人禅宗当寺E

那紛無御座候

57 書物之事 嘉永5年8月 船主助次他 弘浦庄屋 墨書・継紙 24.6X43.0 l通 当浦曽根沖ニ而 2001858 
孫七他 沈船ニ付乗組両

人助入

58 [種婆起請文l 嘉永5年9月 弘浦穏婆正作 墨書・継紙 27.8x43.2 l通 前欠裏判あり 2001859 
母

59 弘浦庄屋組頭御願 嘉永6年丑3月 弘浦庄屋孫七 御浦御役 墨書・継紙 24.8X51.8 l通 御上り御用之魚 2001860 
申上1レ口上之覚 所 納方之儀ニ付旅

漁船当浦より居
浦御免

-196ー



臆入賞料 1.松田家文書

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

60 弘浦庄屋組頭乍恐 嘉永6年丑5月 弘滞庄屋孫七 御浦御役 墨書・継紙 24.4X 101.0 l通 鰭縄漁仕組につ 2001861 
御願申上Jレ口上之 所矢野太 いて(奥書)差出
覚 左エ門他 -志賀島大庄屋

安十郎、宛名・
矢野太郎左衛門
他

61 弘沖出人宗旨帳面 嘉永7年正月 弘浦庄屋孫七 浦役所 墨書・継紙 24.7X71.2 l通 男l人、女2名清 2001862 
払出御願申上lレ事 吉志賀島村庄屋

助役ニ付(奥書)
差出・志賀島大
庄屋安十郎、宛
名矢野太郎左衛
門他

62 浜書物之事 嘉永7年寅2月 播州姫路家嶋 小百島庄 墨書・継紙 24.5x179.1 l通 被船ニ付(奥書1) 2001863 
浦太右エ門 屋新吉外 差出・新吉他、

宛名・宮浦大圧
屋代唐泊庄屋作
左衛門 (奥書2)
差出・作左衛
門、宛名正助

63 証文之事 嘉永7年寅12 菊蔵他 庄屋孫七 墨書・一紙 24.6x35.6 l通 金子拾両 2001864 
月

64 雑用帳 安政元年未 墨書・小横 12.4X 17.8 l冊 弐割諸雑用引合 2001865 
半帳 墨付5丁

65 御用借物相納申上 安政2年卯9月 浦大庄屋津上 長崎俵物 墨書・ー紙 24.3x30.5 l通 煎海鼠百斤 2001866 
送り状之事 定右エ門・大 会所

嶋弥七・折居
安十郎

66 宗旨御改ニ付払証 安政5年午正 弘浦庄屋与蔵 野間村庄 墨書・切紙 24.5X26.3 l通 当浦竹吉姉其村 2001867 
拠之事 月 屋甚作 江縁付ニ付

67 能州羽喰郡富木両 安政5年7月 志賀島浦正屋 御奉行 墨書・書冊 24.4X 18.1 l通 破船ニ付竪帳 2001868 
家町塩屋次平船沖 兵次郎他 墨付8丁
船頭三郎加子久三
郎、米吉、末松、
乍恐奉申上口上之
覚

68 浜書物之事 安政5年7月 塩屋次平船沖 弘浦庄屋 墨書・書冊 24.4X 18.0 l冊 弘浦にて破船ニ 2001869 
船頭大=郎他 与蔵外 付竪帳9丁(奥

書)差出・次三郎
外、(宛名)能州
両家町庄屋大鍛
冶屋善兵衛

69 [断簡l 安政5年午8月 船大工幾右エ 墨書・折紙 24.2x30.6 l通 金銭返上 2001870 
門

70 [浦水夫銀上納控l安政5年午9月 弘浦庄屋与蔵 御浦御役 墨書・書綴 24.5X 18.0 l綴 5枚 2001871 
所

71 御役所銭拝借仕借 安政5年11月 弘浦庄屋与蔵 墨書・書冊 24.7X 17.8 l冊 こんにゃく屋よ 2001872 
状帳 り借用元利左之

通墨付3丁

'--

-197-



晴入資料 1.松田家文書

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

72 弘浦圧屋組頭乍恐 安政5年午12 弘浦庄屋与蔵 鴻役所 墨書・継紙 24.6X67.3 l通 金弐拾両拝借御 2001873 
御願申上ル口上之 月 他 願 (奥書)差出
覚 -宮浦大庄屋津

上定右衛門、宛
名・御奉行所、
(端裏書)聞届

73 奈多浦彦右エ門・ 安政6年未7月 奈多浦庄屋孫 御役所 墨書・継紙 24.5X 150.1 l通 ①かなぎ網仕調 2001874 
茂蔵・代右エ門・ 七他 ニ付②差出・
与吉・七右エ門乍 圧屋孫七、宛名
恐奉願上ル口上之 -御役所③差
覚 出・宮浦庄屋津

上定右衛門、宛
名・御奉行所

74 弐割算用中間船引 安政6年8月15対馬屋亀右エ 墨書・小横 13.4X 18.0 l冊 墨付5丁 2001875 
合帳 日 門 帳

75 借用仕ル証文之事 安政6年未8月 茂蔵 浜崎述右 墨書・継紙 24.4X 125.4 l通 金百両返納 (奥 2001876 
エ門 書)差出・孫七、

宛名・浜崎述右
エ門

76 宗旨御改ニ付証拠 安政7年未正 弘浦庄屋与蔵 宗像郡河 墨書・切紙 24.6X26.3 l通 其村さくや当浦 2001877 
之事 月 東村正屋 へ縁付ニ付

要蔵

77 午未申三ヶ年諸算 万延元年11月 墨書・横帳 11.8 x 30.9 l通 墨付4丁 2001878 
用仕約帳 吉日

78 宗旨月差出案文控 万延元年3月 庄屋松田与蔵 御役所 墨書・書冊 24.3 x 17.8 l冊 墨付5丁当春 2001879 
宗旨御改己後
同々改被仰付ニ
付、弘浦庄屋組
頭仕上書物之事

79 l宗旨改断簡l 万延2年3月 庄屋松田与蔵 牧市内・ 墨書・ー紙 24.4X 17.9 l通 前後2枚のみ 2001880 
立川休兵 二枚 万延二年三月牧
衛 市内殿立川休兵

衛殿為御奉行切
支丹宗門御改

80 借用仕証文之事控 文久元年酉8 弘浦庄屋松田 博多輸照 墨書・ー紙 24.4 x 29.4 l通 銭九貫五拾五 2001881 
月 与蔵 院 文、成年より寅

年迄五ヶ年賦

81 奈多浦庄屋組頭申 文久元年酉12庄屋松田孫七 浦役所 墨書・継紙 24.4X80.8 1j直 朱筆あり 2001882 
上ル口上之覚 月

82 那珂郡弘浦人払帳 文久2年3月 弘浦庄屋与蔵 墨書・書冊 24.8x 18.1 i冊 竪帳墨付5丁 2001883 
人数三百八拾六
人、男百八拾八
人、女百九拾八
人、去春宗旨御
改之時当浦宗旨
帳面ニ書載申人
数也

83 長州赤間ヶ関紀伊 文久3年亥4月 紀伊国屋直船 奈多浦庄 墨書・継紙 24.5X 163.4 l通 奈多浦中ノ浜ニ 2001884 
国三反帆船四人乗 頭弥吉 屋孫七 而遭難ニ付、(奥
直船頭弥吉水主仕 書)差出・福岡本
上ル書物事 町唐物屋藤助・

博多費崎町角屋
清三、宛名・松
回孫七
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暗入資料 1.松田家文書

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

84 仕上書物事 文久3亥年7月 芸州因島三圧 奈多浦庄 墨書・継紙 24.7X72.8、 l通 中欠破船ニ付 2001B85 
浦菊次妻とみ 屋松田孫 24.5X47.8 (端裏)御様①

七 差出・とみ、宛
名・松田孫七、
②孫七、宛名・
志賀島浦庄屋折
居兵次郎、(奥
書)差出・折居兵
次郎、宛名・芸
州因島大庄屋竹
内与三郎

85 文久四年宗旨御改 文久4年3月 弘浦庄屋松田 津上定右 墨書・継紙 24.5X47.8 H直 人数三百八拾弐 200IB86 
ニ付弘浦宗旨帳面 与蔵 エ門 人肉、男百九拾
人高目録指出之事 人、女百九十弐

86 仕上書物之事 元治2年3月 弘浦庄屋松田 久田七之 墨書・継紙 27.2x1l8.3 l通 宗門改メ外、(年 2001B87 
与蔵 丞、岩田 月日)元治二年=

喜八郎 月→慶応三(マ
マ)元年、那岡郡
之内弘浦切支丹
宗門御改被成候
ニ付起請文書上
申事

87 御浦留金拝借仕借 慶応元年丑12弘浦庄屋松田 墨書・書冊 24.6x 17.9 l冊 漁船為仕調ニ付 2001B88 
状帳 月 与蔵 竪帳墨付3丁

88 寅年中夫銀上納並 慶応2年 弘浦 墨書・横半 35.8x 12.4 l冊 墨付5丁 2001B89 
滞役給銭浦雑用銭 帳
共取立帳

89 払証拠之事 慶応4年辰正 豊後府内正教 弘浦香音 墨書・ー紙 24.2X32.2 1通 府内の清助、弘 2001B90 
月 寺 寺 浦入帳ニ付

90 出方 慶応4年辰正 島原東古賀村 香音寺 墨書・一紙 24.2X32.0 l通 当村栄助其浦永 2001B91 
月 正念寺 住ニ付

91 宗旨御改ニ付請証 慶応4年辰正 弘浦庄屋松田 勝馬村圧 墨書・ー紙 24.2x30.2 l通 其村弥八娘つね 2001B92 
拠之事 月 与蔵 屋喜右エ 当浦へ縁付ニ付

門

92 払捨証拠 慶応4年辰5月 島原領戸崎村 弘村香音 墨書・一紙 24.2x32.4 l通 近助其村へ入帳 2001B93 
願生寺 寺 ニ付

93 預り手形之事 慶応4年辰8月 弘浦庄屋松田 菱屋善次 墨書・ー紙 24.4x27.8 l通 金五両浦方入用 2001B94 
与蔵 良日 ニ付

94 永代証文之事 慶応4年辰10 市五郎他 庄屋松田 墨書・継紙 16.4X35.0 l通 金三両私家屋敷 2001B95 
月 与蔵 内何坪売渡申候

95 浜証文之事 正月22日 赤尾船宿惣吉 五嶋御領 墨書・継紙 27.0x 142.6 l通 (奥書)差出・安 2001B96 
他 有川浦御 永惣十郎外3名、

船見江口 宛名・筑前御領
コ郎兵衛 鹿之嶋御船役
外 中、五嶋沖にて

破船ニ付

96 急廻文 10月9日 宮浦大庄屋定 墨書・継紙 14.8x56.4 l通 諸運上銀上納方 200IB97 
右エ門 ニ付(付紙あり)

97 [差紙所持之物指 7月14日 大庄屋安十郎 庄屋貞蔵 墨書・継紙 16.0x39.4 13m 2001B98 
出之事l
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購入賞料 1.松田家文書

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

98 写 2月22日 志賀役場 弘御役場 墨書・切紙 15.8X 17.8 l通 銭拾弐貫六百六 2001899 
拾文大阪立水夫
仕出舟拝借上納
割当

99 目録覚 8月29日 役場 磯船中 墨書・継紙 16.0X28.8 l通 メ弐拾壱貫弐百 20018100 
文

100 弘浦庄屋組頭組頭 弘浦圧屋孫七 御浦御役 墨書・継紙 24.4X 12Q.4 l通 仲欠)不漁ニ付 20018101 
(ママ)之者乍恐 他 所 困窮御慈悲之上
奉願上口上之覚 宜敷願(案文)(ー

部虫食)

101 [御書付] 4月 弘浦甚平 墨書・切紙 16.6X48.4 l通 志賀島浦火災逢 200181021 
之者江寸志贈奇

特之至(後欠)

102 [御書付l 4月 弘浦大蔵 墨書・一紙 16.8x42.4 l通 志賀島浦火災逢 20018103 
之者江寸志贈奇
特之至

103 [御書付i 四番急用船船 墨書・継紙 15.6X34.6 l通 御用聞欠無之様 20018104 
頭利作 断簡 乗組中申合骨折

奇特之至(後欠)

104 [御書付l 4月 弘浦善一 墨書・継紙 16.8x46.6 l通 志賀島浦火災逢 20018105 
他 之者共江寸志贈

奇特之至

105 l御書付l 12月 弘浦五郎 墨書・一紙 15.6X41.8 l通 御出府祝儀とし 20018106 
次他2名 て金子百疋差上

奇特之至

106 [御書付l 丑5月 弘浦加子 墨書・ー紙 15.6x36.4 l通 去冬漂着之唐船 20018107 
伊作 長崎江漕送リ之

節出精ニ付米三
俵被下

107 [御書付l 12月 弘浦庄屋 墨書・一紙 14.8X63.2 l通 若殿御初入祝儀 20018108 
喜助 二百目寸志差

上、奇特之至ニ
付御料理頂戴

108 !御書付l 正月 弘浦新七 墨書・継紙 16.8x85.0 l通 ~呂嶋漂着之朝 20018109 
鮮人長崎送リの

節親切ニ付米弐
俵頂戴申付

109 l御書付l 4月 弘浦藤十 墨書・ー紙 16.6x45.2 l通 志賀島浦火災逢 20018110 
之者江寸志贈奇
特之至

110 l御書付l 子正月 弘浦九十 墨書・切紙 15.8x40.8 l通 極老之者ニ付養 20018111 
歳平十祖 育、貧窮之者ハ
母 遂詮議申出

111 I御書付l 4月 弘浦五郎 墨書・ー紙 16.6x41.2 l通 志賀島浦火災逢 20018112 
次 之者江寸志贈奇

特之至

112 [御書付l 午3月 弘浦五郎 墨書・ー紙 16.6X48.8 l通 去寅年銀子入用 20018113 
次 出銀ニ付奇特至
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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

113 l御書付l 6月 弘浦六右 墨書・ー紙 16.0X40.6 l通 子共(ママ)八人 20018114 
エ門 養育ニ付奇特之

至

114 l御書付l 6月 長万岩附 墨書・継紙 15.6 x 53.0 l通 御台場請持出精 20018115 
急用船船 ニ付青銅一貫弐
頭並乗組 百文頂戴申付
中

115 [御書付l 丑5月 弘浦加子 墨書・継紙 15.6x38.4 l通 唐船漂着之節長 20018116 
伊兵衛 崎送り出精ニ

付、米=俵被下

116 l御書付l 10月 墨書・ー紙 16.2x30.0 l通 西泊作事之節骨 20018117 
折相勤候付奇特

之至(欠損あり)

117 l聞届l 酉4月 浦奉行 墨書・切紙 16.2X21.6 l通 鰭釣魚許可 20018118 

118 I御番付l 亥正月 安永延左衛門 墨書・継紙 16.2x53.8 l通 (前欠)諸品高価 20018119 
-断簡 ニ付

119 申渡 未正月 永田五郎太夫 弘浦善助 墨書・継紙 15.7X 102.8 l通 (中欠)去冬裏判 20018120 
役大坂江乗せ被
差遺

120 [申渡l 申12月 平野茂平他 石屋共へ 墨書・切紙 15.7X35.8 l通 受負、浦溜より 20018121 
六銭四貫五百目
相渡候

121 申渡 成12月 浦奉行 弘浦庄屋 墨書・継紙 15.6X91.7 l通 長崎詰水夫引替 20018122 
新平 不勘弁ニ付

122 l申付l 酉12月 平野茂平・肥 弘浦庄屋 墨書・継紙 16.1X109.6 1通 長州玉江浦之者 20018123 
塚才次郎 喜助他 入漁ニ付

123 l御書付l 丑8月 弘浦喜助 墨書・継紙 15.3x62.6 l通 麦救切ニ差遣候 20018124 
他5名 段、奇特之至

124 覚 卯11月 安十郎 庄屋喜助 墨書・切紙 23.8X 19.7 l通 六十文銭六十六 20018125 
匁八分

125 l弘浦庄屋中申付l酉10月 喜助 墨書・切紙 16.1 X31.2 l通 居浦庄屋殿申付 20018126 

126 I書簡l 3月18日 志賀庄屋与市 弘浦庄屋 墨書・切紙 15.1 x27.9 l通 (端裏書)差出与 20018127 
良R 松岡与蔵 市郎、宛所与蔵、

尚々書あり

127 請取 6月20日 正次郎 弘浦庄屋 墨書・切紙 15.4x22.1 l通 御献上御用切慶 20018128 
与蔵 五斗五升

128 寅年之書紙御改名 墨書・横帳 12.4x35.4 l冊 庄屋与蔵 20018129 
元相

129 受取 12月4日 奈多述右衛門 庄屋与蔵 墨書・継紙 14.3x34.3 l通 銀札二拾四貫 20018130 

130 受取申上置手取 午12月8日 正次郎 弘浦庄屋 墨書・切紙 15.6X20.1 1~ 正金五両壱分= 20018131 
与蔵 朱長崎俵物代銀

大庄屋津上定右
衛門へ本渡

131 I達書] 3月15日 那珂・席田・ 弘浦庄屋 墨書・継紙 16.0X53.2 l通 大砲御用銅器寸 20018132 
夜須・御笠郡 松田与蔵 志差出ニ付
役所
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132 請取 巳11月22日 大庄屋津上定 弘浦庄屋 墨書・切紙 14.8x17.8 l通 銀預三百目上納 20018133 
右衛門 与蔵 之内

133 [御書付l 寅6月 弘浦庄屋 墨書・継紙 16.0x68.7 l通 大砲鋳立ニ付、 20018134 
松田与蔵 地銅三斤余他に

6名

134 l書簡l 3月19日 那珂・席問・ 弘滞在屋 墨書・継紙 15.7X47.8 l遜 豊後府内出生二 20018135 
夜須・御笠郡 松田与蔵 名嶋原出生二名
役所 入判之儀

135 l書聞 正月5日 恵光院英明 庄屋組頭 墨書・折紙 29.8X41.1 l通 年賀状、英明花 20018136 
御中 押あり

136 l書簡l 4月6日 浦役所 弘庄屋兵 墨書・一紙 16.1 X50.8 l通 弘仁作の口上書、 20018137 
次郎 書直について

137 [書簡l 正月10日 坂田丹下 蒲池武左 墨書・継紙 15.9x81.7 l通 (前欠)病気見舞 20018138 
衛門 奥書あり

138 覚 10月8日 正次郎 弘浦庄屋 墨書・切紙 15.0X21.3 l通 老海鼠弐百四十 20018139 
与蔵 受取

139 受取 10月22日 正次郎 庄屋与蔵 墨書・切紙 15.2x26.8 l通 老海鼠入壱桶 20018140 

140 請取 10月19日 正次郎 庄屋与蔵 墨書・切紙 15.1 x 18.8 l通 諸運上銀二拾五 20018141 
匁弐分五厘

141 l異国船渡来之節 墨書・竪帳 24.1 x 15.7 l冊 幕末期 20018142 
，心得l

142 I請取l 未6月l日 正次郎 弘浦圧屋 墾書・切紙 15.8x25.4 l通 =両五合八勺壱 20018143 
与蔵 才五

143 受取 12月2日 正次郎 弘庄屋与 墨書・切紙 15.7X 17.3 l通 三両三歩、上納 20018144 
蔵

144 覚 7月23日 やと市兵衛 亀右衛門 墨書・切紙 16.4X 18.5 l通 五貫弐百文内壱 20018145 
貫八百文卯吉受
取、三貫四百文
不足

145 受取 6月26日 正次郎 庄屋与蔵 墨書・切紙 15.1 X23.5 l通 金三貫四百廿九 20018146 
文水夫銀として

146 覚 三苫村勝 墨書・折紙 23.9x31.2 l通 黄金弐拾両 20018147 
野

147 十月上納請取 卯10月17日 大庄屋安十郎 弘浦庄屋 墨書・切紙 15.4x22.9 l通 銀三拾五匁弐分 20018148 
貞蔵 五厘他封筒あ

り

148 I請取l 巳3月16日 町口番次手代 弘浦御役 墨書・切紙 15.4X 19.8 l通 一銭拾弐匁、山 20018149 
幸社 場 口宮御初穂料と

して

149 請取 巳11月2日 大圧屋役場 弘浦 墨書・切紙 14.8X 17.0 l通 銭拾三貫六百 20018150 
文、除米代之内
受取

150 [請取l 墨書・継紙 14.6X 17.8 13m 小田作年分 20018151 

151 覚 大蔵・万右衛 墨書・継紙 14.8X284.4 l通 田畑書上 20018152 
門他
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152 那珂郡志賀嶋浦本 墨書・継紙 27.8x 124.8 l通 切支丹宗門改起 2001B153 
百姓誓紙 請文裏判あり

153 l弘浦男子名前書 墨書・横帳 12.2x31.0 l冊 男子百四十=名 2001B154 
上l (女百三十九人)

154 那珂郡弘浦名子百 墨書・継紙 28.0x 104.6 l通 切支丹宗門改起 2001B155 
姓誓紙 請文

155 [人名書上l 卯年 墨書・折紙 24.2x35.4 l通 メ=百九十人、 2001B156 
男百九十七人、
女百九十三人

156 目銀 墨書・折紙 24.4x35.8 l通 切のし他、銭四 2001B157 
貫五百文

157 [金銭書上ヶl 6月18日 墨書・折紙 24.0X35.2 l通 2001B158 

158 l借用証文l 安政2年ヵ 墨書・折紙 24.2X29.0 l通 御年貢算周囲拾 2001B159 
-断簡 両借入(断簡)

159 大黒図 不詳 不詳 印刷 B4用 36.0x25.5 l枚 コピー 2001B160 
紙

160 大黒図 不詳 不詳 印刷 A3用 各 l組 コピー画賛部 2001B161 
車氏 42.0X29.5 2枚 分と画像部分(共

にカラー)からな
る

161 大黒図 不詳 不詳 印刷 A3用 各 l組 コピー画賛部 2001B162 
紙 42.0x29.5 2枚 分(白黒)と画像

部分(カラー)か
らなる

162 用文上 木版・書冊 26.2x 18.6 l冊 木版本、前後欠 2001B163 

163 [分限帳断簡l 墨書・竪帳 24.0x33.0 l綴 2枚 前欠 黒 2001B164 
カ 他 田八左衛門等の

名あり

164 筑前国続風土記巻 貝原篤信 墨書・書冊 24.2 x 18.8 l冊 2001B165 
之三

165 謹拠之事 明治3年3月 香音寺隠州 阿部珠史 墨書・切紙 24.4X 18.0 l通 当浦貞平、同母、 2001B166 
切支丹宗門ニ無
御座、隠州花押
あり

166 弘浦人排帳 明治3年3月 墨書・竪帳 24.4XI7.6 l冊 人数四百拾六 2001B167 
人、内男弐百七
人、女弐百九人

167 l御書付l 壬申正月 福岡県 奈多浦中 墨書・継紙 19.8x 102.0 l通 藍嶋、神港両浦 2001B168 
被災民救済ニ
付、殊勝之至

168 奈田浦庄屋組頭御 明治5年申正 圧屋松田孫 御県庁御 墨書・竪帳 24.6x 16.6 l冊 多々良川での鰯 2001B169 
願申上ル口上之覚 月 七、他4名 中 -罫紙 網洗による白魚

漁妨害争論

169 御預申謹文之事 壬申3月 裏糟屋郡奈多 福岡県庁 墨書・罫紙 24.4x33.4 l通 鰯網盗難におい 2001B170 
浦庄屋、組頭 訴課御中 て盗賊の逃走船

発見等報告(案
文)
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購入資料 1.松田家文書

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

170 覚 裏糟屋郡奈多 福岡県庁 墨書・罫紙 24.4x33.4 l通 鰯網盗難におけ 2001B171 
浦庄屋、組頭 訴課御中 る盗賊の逃走船

の積載物につい
て

171 奈多浦より奉申上 壬3月19日 奈多浦庄屋松 福岡御県 墨書・罫紙 24.2x32.3 l通 当浦述十の鰯網 2001B172 
ル口上之覚 田孫七 庁御中 盗難、平戸大嶋

にて盗賊捕縛に
付、処置伺い

172 奈多浦より御届申 明治5年壬申 奈多浦圧屋松 福岡県御 墨書・竪帳 24.4x 16.2 l冊 当浦述十の盗難 2001B173 
上Jレ事 3月14日 田孫七 県庁 品書上(奥書あり)

173 奉願口上之覚 明治5年申4 那珂郡弘浦住 福岡県庁 墨書・竪帳 24.4X 16.2 l冊 揚酒底、開業願 2001B174 
月 居今泉種吉 御中

174 奉願上口上之覚 明治5年壬申 那珂郡弘浦今 福岡御県 墨書・竪帳 24.6x16.4 l冊 揚酒庖、開業願 2001B175 
6月 泉五平 庁御中

175 地券御渡泰願候事 明治5年壬申 第五区戸長船 参事塩谷 墨書・書繍 27.2x 19.6 l綴 2001B176 
11月 越謙十郎他4 慮他2名 -罫紙

名

176 地券御渡奉願候事 明治5年壬申 第五区戸長船 参事塩谷 墨書・竪帳 27.6X20.2 l冊 2001B177 
11月 越謙十郎他4 慮{也2名 -罫紙

名

177 地券御渡奉願候事 明治5年壬申 第五区戸長船 参事塩谷 墨書・竪帳 27.8X 19.8 l冊 2001B178 
11月 越謙十郎他4 慮他2名 -罫紙

名

178 地券願一番 明治5年 奈多村副戸長 参事塩谷 墨書・書冊 27.6x20.0 l冊 200lB179 
松田孫七、戸 慮 -罫紙
長船越謙十郎

179 地券御渡奉願候事 明治5年11月 第五区戸長船 参事塩谷 墨書・竪帳 27.8x20.0 l冊 2001B180 
越謙十郎他4 慮他2名 -罫紙
名

180 地券御渡奉願候事 明治5年11月 第五区戸長船 参事塩谷 墨書・竪帳 27.6x20.0 l冊 2001B181 
越謙十郎他4 慮他2名 -罫紙
名

181 l地券御渡奉願候 明治5年壬申 第五区戸長船 参事塩谷 墨書・罫紙 27.6X20.0 l綴 4枚破損大 2001B182 
事l 11月 越謙十郎他4 慮他2名 他

名

182 [賞状l 明治8年6月 福岡県 松田与三 墨書・一紙 21.8x28.2 l通 学校資献納ニ 2001B183 
os 付、奇特之至

183 借用謹文之事 明治8年亥9 受人松田万 弘浦松田 墨書・ー紙 24.2X31.8 l通 金拾両返済につ 2001B184 
月 蔵、本人鎌本 孫七 いて

新作

184 請取 明治10年丑4 村中 木家甚平 墨書・切紙 24.2 x 15.4 l通 2001B185 
月4日

185 金預り手形 明治10年丑 金預主松閏奥 当村百姓 墨書・罫紙 24.0X32.0 l通 金五拾円也 2001B186 
ノ5月 三郎、受人今 中当

泉孫平他2名

186 金預り手形綴 明治10年丑5 当村金預主松 当村百姓 墨書・竪紙 24.0X 16.0 l冊 二件あり 2001B187 
月 田輿三郎、受 中 -罫紙

人今泉孫、平
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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

187 l卒業証書l 明治13年10 弘小学 松田たね 墨書・ー紙 19.0X25.9 l通 下等第二級 20018188 
月18日

188 l卒業証書l 明治12年11 弘小学 松田たね 墨書・ー紙 19.0X25.9 l通 下等小学第四級 20018189 
月21日

189 借金証 明治12年卯 借主松田輿三 松田利助 墨書・罫紙 24.0X32.0 l通 金二十円也(控と 20018190 
|日2月21日 郎、弁証受人 あり)

今泉孫平他l
名

190 上申 明治20年11 松田輿三郎 福岡治安 墨書・竪帳 24.2 x 17.0 1M 貸金滞納に付、 20018191 
月28日 裁判所 -罫紙 仲介願

191 願書 墨書・ー紙 24.0X32.8 l通 地名、地価等あ 20018192 
り

192 諸不足覚 墨書・折紙 24.0 x 35.6 l通 各人の不足分書 20018193 
付

193 [書問 大蔵 松田政太 墨書・継紙 16.9x 116.0 l通 営利活動の結果 20018194 
t!~ 等について

194 l書簡l 旧12月23日 大和熊吉母 松田政吾 墨書・継紙 16.6X51.4 l通 貴家より肴持参 20018195 
について

195 受取 2月13日 松尾桂七 弘浦御使 墨書・切紙 16.0x 11.0 l通 竹皮包老海鼠 20018196 

196 l断簡l 高武善五郎、 梶原源五 墨書・継紙 24目6x20.9 1通 鰭釣入漁願 20018197 
箱崎浦大庄屋 t!~ 

197 売渡シ申家屋敷之 明和6年丑12 屋敷主長八、 墨書・ー紙 24.6X21.4 l通 家屋敷代銭九拾 20018198 
事 月 同幸右衛門 -断簡 目(長八、幸右衛

門の花押あり)

198 l長縄立網l 未4月 墨書・ー紙 24.6 x 35.0 l通 木村源右衛門ら 20018199 
の長縄立網改め
(断簡)

199 弘浦人為商売五嶋 香音寺 墨書・継紙 24.6 x (破 l通 五嶋表へ罷越ニ 20018200 
表江罷越ニ付 損計測難) 付、宗旨書物を

以、御定日数切

(破損大)

200 [御書付l 申閏3月 太三郎他 墨書・継紙 15.8X92.2 l通 (前欠)浦々 改正 20018201 
29名 -断簡 ニ困、借財捨切

奇特ノ至

201 l御書付l 子正月 肥塚才次郎、 弘浦圧屋 墨書・継紙 15.8X49.2 l通 平十祖母九十歳 20018202 
鎌田藤太夫 善助、組 ニ付、月番新右

頭中 衛門より二奉行

を通し鳥目棺与

202 [御書付l 藤十、定 墨書・継紙 16.0X (破 l通 祝儀差上奇特之 20018203 
蔵 損計測難) 至ニ付、青銅=

百文目与(破損
大)

203 記 10月 福岡魚町魚市 政吉 墨書・ー紙 23.0x21.0 l通 魚仕切 20018204 
場

204 記 墨書・切紙 16.0x52.0 l通 領収証 20018205 
(1) 
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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

204 記 墨書・切紙 16.0X28.9 l通 領収証 20018206 
(2) 

204 記 墨書・切紙 16.0X 16.7 l通 領収証 20018207 
(3) 

204 記 |日4月10日 墨書・切紙 16.0x 13.8 l通 領収証 20018208 
(4) 

204 記 7月12日 墨書・切紙 15.8x 13.3 l通 領収証 20018209 
(5) 

204 記 |日7月13日 墨書・切紙 12.0X29.1 l通 領収証 20018210 
(6) 

204 記 墨書・切紙 9.4X 13.5 l通 領収証 20018211 
(7) 

204 記 墨書・切紙 8.6X31.8 l通 領収証 20018212 
(8) 

204 断筒 切紙 9.6X8.1 l枚 表記なし 20018213 
(9) 

205 l受取l 明治28年9月 大社教福岡分 松田安五 墨書・印刷 14.8x 15.4 l通 新築寄付(奥裏書 20018214 
(1) 21日 院事務所 郎他7名 -一紙 あり)

205 [受取l 明治 大社教出張虞 松田類吉 墨書・印刷 11.1 X 12.2 l通 初穂料の記録 20018215 
(2) 瀬玄銭 -一紙

206 飯沼始末録 墨書・書冊 25.0XI9.0 l冊 (落丁あり) 20018216 

207 l商売往来l 江南 数十 墨書・継紙 32.0x685.7 1:im (前欠)物品名等 20018217 
多くの記述あり

208 l断聞 墨書・継紙 24.5X l通 (前欠)漢詩ヵ 20018218 
1141.8 

209 l松の木l 墨書・ー紙 24.2 X 33.2 l枚 20018219 

210 [書l 墨書・ー紙 31.4X24.2 1枚 20018220 

211 居屋敷永代謹文弐 墨書・包紙 33.9X24.8 l枚 松田孫七宅(包紙 20018221 
枚入 のみ)

212 !包紙l 文政2年卯 墨書・包紙 24.6x36.6 l枚 20018222 
(1) 

212 I包紙l 墨書・包紙 36.5x24.5 l枚 「書物入Jの文字 20018223 
(2) あり

212 l包紙l 墨書・包紙 23.2X31.1 l枚 「御書附並ニ諸謹 20018224 
(3) 文入Jの文字あり

212 l包紙l 墨書・包紙 24.4x27.0 1枚 「讃文入」の文字 20018225 
(4) あり

212 I包紙l 墨書・包紙 24.5X30.8 l枚 中央部に破損あ 20018226 
(5) り 「那珂席回弘

浦庄屋松田輿口
口Jの文字あり

212 [包紙l 墨書・包紙 35.2 X24.1 I枚 「書物jの文字あ 20018227 
(6) り

-206 



晴入資料 1.松田家文書

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

212 [包紙l 墨書・包紙 26.7X 10.2 l枚 「旅人書紙担Jの 20018228 
(7) 文字あり

213 [断簡l 墨書・断簡 28.0X41.4 l枚 20018229 
(1) 

213 l断聞 墨書・断簡 8.8X2.2 l枚 20018230 
(2) 

213 l断簡l 墨書・断簡 8.8x2.7 l枚 20018231 
(3) 

213 [断簡l 墨書・断簡 24.3X8.6 l枚 20018232 
仏)

213 [断簡l 墨書・断簡 23.7XI7.6 l枚 20018233 
(5) 

213 [断簡l 墨書・断簡 24.5X 13.6 l枚 20018234 
相)

213 l断簡l 墨書・断簡 15.4x2.7 l枚 20018235 
(7) 

213 [断簡l 墨書・断簡 24.1 X7.7 l枚 200IB236 
(紛

213 I断簡l 墨書・断簡 8.6x9.2 l枚 20018237 
(9) 

213 I断簡l 墨書・断簡 24.7X9.5 l枚 20018238 
(10) 

213 l断簡l 墨書・断簡 9.7X2.6 1枚 20018239 
(11) 

213 [断簡l 墨書・断簡 6.1 X4.1 l枚 20018240 
(12) 

213 [断簡l 墨書・断簡 24.1 x6.3 l枚 20018241 
(13) 

213 [断簡l 墨書・断簡 24.6X4.4 l枚 20018242 
(14) 

213 [断簡l 墨書・断簡 16.4X57.5 l枚 20018243 
(15) 

213 [断簡l 墨書・断簡 24.4x34.7 l枚 20018244 
(16) 

214 志賀嶋衛生組合規 明治25年8月 村長武藤一也 衛生組合 ぺン書・カ 23.7X 18.0 l綴 地域生活一般に 20018245 
約書 2日 長松田類 ーボン・書 関する規約

τロt 綴

215 [書聞 明治31年3月 大社熊吉 松田政吉 墨書・葉書 14.0x9.0 1通 私信 20018246 
(1) 31日消印 -今泉太

三郎

215 [書簡l 12月28日消 松田政吉 墨書・切紙 18.2x54.4 l通 私信、封筒あり 20018247 
(2) 印 -今泉種

=Et Z 

215 [書簡l 大社熊吉・藤 松田政吉 墨書・切紙 23.8x22.9 l通 私信、封筒あり 20018248 
(3) 代市作
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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

215 [書簡l 8月31日消印 大社熊吉 松田政吉 墨書・切紙 18.0x 18.2 l通 私信、封筒あり 20018249 
似)

215 l書簡l 墨書・切紙 17.8x58.7 l通 私信 20018250 
(5) 

215 l書簡l 大社熊吉 松田政吉 墨書・継紙 18.2x 108.0 l通 私信 20018251 
(6) -今泉種

吉

215 l書簡l 松田政吉 墨書・罫紙 23.8x33.5 l通 罫紙2枚、私信、 20018252 
(7) 封筒あり

215 [書簡l 松田政吉 墨書・罫紙 23.6x 16.2 l通 私信 20018253 
侭)

215 [書聞 昭和52年8月 ぺン書・罫 18.1 x 25.4 l通 香音寺建設収支 20018254 
(9) 紙 決算書

215 [書簡l 山根貞太郎 松田類吉 墨書・封筒 18.3 x 7.5 l通 封筒のみ 20018255 
(10) -松田浪

吉

215 [書簡l 松田政吉 墨書・封筒 16.5 x 6.5 l通 封筒のみ、破損 20018256 
(11) 大

216 l書簡l 明治35年4月 占部利八・花 石橋吉太 墨書・切紙 16.2 x 52.2 l通 私信、封筒あり 20018257 
(1) 7日消印 田金太郎 Jl~ 

216 l書簡l 3月29日 占部利八・花 松田政吉 墨書・切紙 18.1 x48.0 l通 私信、封筒あり 20018258 
(2) 田金太郎 -中川作

次郎

216 [書簡l l日3月12日 占部利八・花 松田政吉 墨書・切紙 16.0X41.0 l通 私信、封筒あり 20018259 
。) 間金太郎

217 [書簡l 旧10月27日 (糸島郡浜崎 松田政吉 墨書・罫紙 15.8x 101.4 l通 私信、封筒あり 20018260 
(1) 浦)大歯文五

Jl~ 

217 l書簡l (糸島郡浜崎 松田政吉 墨書・切紙 16.0x52.0 l通 私信、封筒あり 20018261 
位) 浦)大歯又五

Jl~ 

217 l書聞 7月11日 (糸島郡浜崎 松田政吉 墨書・切紙 15.7x9.0 l通 私信、封筒あり 20018262 
(3) 浦)大歯文五

Jl~ 

217 I書簡l (糸島郡浜崎 松田政吉 墨書・切紙 15.5X46.2 l通 私信、封筒あり 20018263 
(4) 浦)大歯又五

良R

218 [書簡l 7月7日 許斐酒造場 松田政吉 墨書・封書 18.8x7.5 l通 私信 20018264 
(一紙)

219 [書問 明治31年か 地三 政吉 墨書・封書 16.8x84.2 l通 魚市場市況 20018265 
ら同34年頃 (継紙)

220 l書簡l l日9月12日 持山政右衛門 松岡政吉 墨書・罫紙 24.0X31.6 l通 私信、封筒あり 20018266 
(1) 

220 [書簡l 持山政右衛門 松田政吉 墨書・封筒 16.4X6.2 l通 封筒のみ 20018267 
但)
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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

221 [書簡l 10月13日 松田政吉 阿曇甚ニ 墨書・切紙 16.0X20.8 1通 私信 2001B268 
良日

222 [書簡l 明治34年10 台湾務湖島伊 演目安平 墨書・封書 17.0X68.8 l通 軍隊より故郷へ 2001B269 
月 藤代吉 (一紙) の手紙

223 l書簡l 漬田徳蔵・甚 松田政吉 墨書・一紙 23.9 x 32.2 l通 封筒あり 2001B270 
(1) 之丞

223 [書簡l 墨書・切紙 15.8x3.0 l通 223(1)に同封、文 2001B271 
(2) 化12年死亡女子

に関する付紙ヵ

224 l書簡l 9月19日 近藤 松田政吉 墨書・罫紙 23.8X32.9 l通 私信、封筒あり 2001B272 
(1) 

224 I書聞 9月22日 時枝嘉蔵 松田類吉 墨書・罫紙 20.9x 16.8 l通 私信、封簡あり 2001B273 
(2) 

224 [書簡l 大社熊吉 松田政吉 墨書・罫紙 24.2X31.5 l通 私信、封筒あり 2001B274 
(3) 

224 [書簡l 明治25年10 村役場 松田類吉 墨書・鉛筆 25.0X34目6 1Jffi 私信、帯封あり 2001B275 
(引 月29日 書-一紙

224 l書簡l 大社熊吉 松田政吉 墨書・ー紙 16.6X51.0 l通 私信 2001B276 
(5) 

224 [書簡l 松田類吉 墨書・封筒 16.8x7.2 l通 封筒のみ 2001B277 
(6) 

224 [書簡l 明治31年3月 大社熊吉 松田政吉 墨書・封筒 18.5X7.4 l通 封筒のみ 2001B278 
(7) 27日消印 -今泉太

三郎

224 [書簡l l月22日 肥中屋嶋蔵 松田政吉 墨書・継紙 16.8X27.7 l通 封筒あり、封筒 2001B279 
(8) に「津屋崎製塩株

式会社Jの印あり

224 l書簡l l月9日 肥中屋嶋蔵 松田政吉 墨書・継紙 16.6X31.2 l通 224(8)に同封 200lB280 
(9) 

224 [書簡l 12月19日 肥中屋嶋蔵 松田政吉 墨書・切紙 16.7X42.2 l通 224(8)に同封 200lB281 
(10) 

224 l書簡l 墨書・切紙 16.6x 10.7 l通 224(8)に同封 200lB282 
(11) 

224 断筒 切紙 16.6x6.3 l通 224(8)に同封 200lB283 
(12) 

225 l書簡l 旧12月12日 阿曇磁麿 松田政吉 墨書・継紙 24.0X37.3 l通 私信、封筒あり 200 1 B284 
(1) 

225 l書簡l 旧12月14日 阿曇磁暦 松田政吉 墨書・罫紙 24.2 x33.2 l通 私信、封筒あり 200lB285 
(2) 

226 [書簡l 明治29年l月 馬関西細江町 松田政吉 墨書・継紙 16.2X53目4 l通 封筒あり 200lB286 
(1) 24日消印 畠山嶋蔵

226 [書簡l 明治32年2月 馬関西細江町 松田政吉 墨書・切紙 16.6X41.4 l通 封筒あり 200lB287 
(2) 11日消印 畠山嶋蔵

226 [書簡l 明治32年4月 馬関西細江町 松田政吉 墨書・ー紙 24.0X32.2 l通 封筒あり 200lB288 
(3) 7日消印 高山嶋蔵
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226 l書簡l 明治32年11 馬関西細江町 松田政吉 墨書・継紙 16.2x56.0 l通 封筒あり 20018289 
(4) 月27日消印 畠山嶋蔵

226 [書簡l 明治32年12 馬関西細江町 松田政吉 墨書・切紙 16.6 x 34.3 l通 封筒あり 20018290 
(5) 月20日消印 富山嶋蔵

226 [書簡l 明治32年12 馬関西細江町 松田政吉 墨書・切紙 15.9x40.7 l通 封筒あり 20018291 
(6) 月22日消印 畠山嶋蔵

226 l書簡l 明治32年12 馬関西細江町 松田政吉 墨書・継紙 16.1 X43.3 l通 封筒あり 20018292 
(7) 月27日消印 畠山嶋蔵

226 [書簡l 明治33年l月 馬関西細江町 松田政吉 墨書・継紙 16.1 X44.6 l通 封筒あり 20018293 
(8) 3日消印 畠山嶋蔵

226 [書簡l 明治33年l月 馬関西細江町 松田政吉 墨書・切紙 16.1 X34.7 l通 封筒あり 20018294 
(9) 10日消印 畠山嶋蔵

226 l書問 明治34年l月 馬関西細江町 松田政吉 墨書・切紙 16.0x38.0 l通 封筒あり 20018295 
(1ω 3日消印 畠山嶋蔵

226 [書簡l 明治34年1月 馬関西細江町 松田政吉 墨書・継紙 16.5x32.6 l通 封筒あり 20018296 
(11) 21日消印 畠山嶋蔵

226 l書聞 明治33年12 馬関西細江町 松田政吉 墨書・継紙 16.6x76.1 l通 封筒あり 20018297 
(12) 月4日消印ヵ 畠山嶋蔵

226 I書簡l 明治35年l月 馬関西細江町 松田政吉 墨書・切紙 16.2x34.3 l通 封筒あり 20018298 
(13) 16日消印ヵ 畠山嶋蔵

226 l書簡l 明治32年1月 馬関西細江町 松田政吉 墨書・封筒 18.9X7.5 l通 封筒のみ 20018299 
(14) 20日消印 畠山嶋蔵

226 l書簡l 明治32年l月 馬関西細江町 松田政吉 墨書・封筒 18.9x7.6 l通 封筒のみ 20018300 
(15) 22日消印 畠山嶋蔵

226 l書簡l 明治32年l月 馬関西細江町 松田政吉 墨書・封筒 18.8x7.5 l通 封筒のみ 20018301 
(16) 23日消印 畠山嶋蔵

226 [書簡l 墨書・封筒 18.0X6.5 l通 封筒のみ、破損 20018302 
(17) 大

226 l書簡l 明治30年l月 馬関西細江町 松田政吉 墨書・帯封 8.7X7.0 l通 帯封のみ 20018303 
(18) 8日消印 畠山嶋蔵

226 [書簡l 明治31年l月 馬関西細江町 松田政吉 墨書・帯封 8.9x6.8 l通 帯封のみ 20018304 
(19) 8日消印 畠山嶋蔵

227 [電報l 明治34年l月 パカン(馬関) マツダマ ベン書・印 24.6 x 18.1 l通 封筒あり 20018305 
(1) 16日 局 サキチ 開リ

227 情報l 明治34年l月 パカン(馬関) マツダマ ぺン書・印 24.5 x 18.2 l通 封筒あり 20018306 
(2) 18日 局 サキチ 席。

228 [葉書l 明治29年12 馬関西細江町 松田政吉 墨書・葉書 14.0 x 8.9 l通 魚値段等につい 20018307 
(1) 月18日 畠山崎蔵 て

228 I葉書] 明治29年12 馬関西細江町 松田政吉 墨書・葉書 14.2X9.0 l通 魚値段等につい 20018308 
(2) 月27日 畠山嶋蔵 て

228 [葉書] 明治30年3月 馬関西細江町 松田政吉 墨書・葉書 14.1 X9.0 l通 魚値段等につい 20018309 
(3) 11日 畠山嶋蔵 て

ーー..J......

-210-



名称 時代 |差出・作者

2291弘浦庄屋組頭組頭|文政7年申11
取百姓中御願申上|月
Jレ書物之事

-211-

購入資料 1.松田家文書

備考

蛭子宮大破ニ付、
香音寺様より御
再興慎書あり)
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2.小河家文書

〈資料内訳〉近世文書...・ H ・-・…...・ H ・.....・ H ・..……...・ H ・..78件86点

番号 名 称 時代 差出・作者 宛所

l黒団長政領知判物l慶長6年3月16日 長政(花押) 小河五郎

2 [黒田長政領知判物 慶長6年3月16日 長政 小河五郎
写l

3 l黒団長政黒印状l (慶長)1月8日 長政(黒印) 黒田与右衛門、
(I) 林五介、花房

佐吉

3 [黒田長政黒印状] (慶長)6月2日 長政(黒印)
(2) 

4 [黒田長政黒印状l (慶長)5月20日 長政(黒印) 黒田与右衛門、
(1) 小河久太夫、

毛利長兵衛

4 l黒田長政黒印状l (慶長)1月16日 長政(黒印) 黒田与右衛門、
(2) 林五介

5 l黒田長政黒印状l (慶長)6月6日 長政(黒印) 黒田与右衛門、
林五介

6 l黒田長政黒印状l (慶長)6月11日 長政(黒印) 黒田与右衛門

7 [黒田長政黒印状l (慶長)8月14日 長政(黒印) 小河五郎

8 i黒田長政黒印状l (慶長)9月15日 長政(黒印) 黒田与右衛門、
林五介

9 [黒田長政黒印状l (慶長)12月18日 長政(黒印) 黒田与右衛門、
林五介

10 久太夫ニ申渡覚 (慶長)12月19日 長政(黒印) (小河久太夫)

11 [黒田長政判物l (慶長)7日 長政(花押)

12 長政公より之御書写 (江戸時代)

13 l黒田忠政(忠之)判物l(元和)7月4日 忠政(花押) 黒田与右衛門、
毛利長兵衛

14 [黒田忠政判物l (元和)7月10日 忠政(花押) 黒目与右衛門、
小河久太夫、
毛利長兵衛、
喜多村安右衛
r， 

15 l黒閏忠政判物l (元和)8月4日 忠政(花押) 黒田与右衛門
ほか4名

16 l黒田忠政判物l (元和)9月13日 忠政(花押) 黒田与右衛門、
毛利長兵衛、
小河久太夫

17 l黒田忠政判物l (元和)10月9日 忠政(花押) 黒田与右衛門
ほか5名

212 

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

折紙 34.0X49.5 l通 包紙2枚 20018311 

切紙 28.7x42.8 l通 包紙l枚 20018312 

切継紙 15.9x70.9 l通 20018313 

切紙 16.2x42.8 l通 後欠ヵ 20018314 

切縦紙 16.0X89.5 l通 20018315 

切継紙 16.2 X43.8 l通 20018316 

切紙 16.2x42.0 l通 20018317 

切紙 15.8x44.7 l通 20018318 

掛幅装 33.4X51.0 l通 20018319 
(元折紙)

切紙 16.1 X45.0 l通 20018320 

切紙 16.1 X44.5 l通 20018321 

竪紙 32.6x43.9 l通 20018322 

掛幅装 32.2 X46.2 l通 前欠 20018323 
(元折紙)

横帳 12.3x36.3 l冊 26通収め 20018324 
る

切継紙 18.1 X58.6 l通 20018325 

竪紙 18.0X42.2 l通 20018326 

切継紙 17.8x79.3 l通 20018327 

切継紙 18.1X59.0 l通 20018328 

切紙 18.1 X52.0 l通 20018329 
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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

18 l黒田忠政判物l (元和)10月18日 忠政(花押) 小河久太夫、 切紙 18.0X52.1 l通 20018330 
毛利長兵衛

19 [黒田忠政判物l (元和)10月18日 忠政(花押) 黒田与右衛門 切継紙 18目OX56.8 l通 20018331 

20 [黒田忠政判物l (元和)3日 (忠政) 小河久太夫 切縦紙 16.0x87.5 l通 20018332 
(1) 

20 |黒田忠政判物l (元和)7月18日 忠政(花押) 小河久太夫、 切継紙 18.0X 102.0 lJil! 20018333 
(2) 伊丹九郎左衛

門

21 定(領地各郡内にお 寛永3年12月22 忠之(花押) 継紙 31.5X 131.0 l通 20018334 
ける鉄砲・かりわな 日
停止区域)

22 伊豆石場万奉行之者 亥(寛永12年ヵ)2(忠之) 小河織部 継紙 36.0X 70.0 l通 20018335 
月18日

23 覚(小河久太夫養置 午(寛永19年ヵ)7 竪紙 36.0x49.0 l通 20018336 
候検校の子、総領筋 月12日
故知行700石を遣わ
す)

24 覚(黒田忠之様御書 午(寛永19年ヵ)7 竪紙 29.0x43.0 1通 23の写し、 20018337 
出写) 月12日 包紙l枚

25 i黒田忠之宛行状l 寛永21年2月6日 忠之(花押) 小河市允 竪紙 42.0X57.0 l通 包紙l枚 20018338 

26 忠之公より之御書写 横帳 12.0x36.0 l冊 26通収め 20018339 
る

27 忠之公より之御書付 横帳 12.0x36.0 l冊 3通収める 20018340 
写

28 l黒団長興・高政書 (寛永年中) 切継紙 14.0X340.0 l通 8通収める 20018341 
状写l

29 長興公高政公ヨリ之 (寛永年中) 横帳 12.0X36.0 l冊 28の写し 20018342 
御書写

30 目録(黒団長政・忠 享保17年6月17 小河伝兵衛 立花弥兵衛 竪紙 28.5x37.5 l通 20018343 
之より拝領の知行目 日
録)

31 相場喜八郎より来書 (寛永15年)3月2 相場喜八郎 小河久太夫 折紙 24.5X35.5 l通 包紙l枚 20018344 
之写(島原の乱戦況 日
報告)

32 l黒田甲斐守番状](年 l月21日 黒田甲斐守 小河織部 切紙 19.0x52.5 l通 包紙l枚 20018345 
序嘉詞の礼状)

33 l黒田甲斐守書状](暑 7月28日 黒田甲斐守 小河織部 切紙 19.5X 53.5 l通 20018346 
中尋問の礼状)

34 I黒田甲斐守書状](暑 8月3日 黒田甲斐守 小河織部 継紙 19.5X54.0 l通 包紙l枚 20018347 
中尋問の礼状)

35 l黒田平左衛門書 8月2日 黒田平左衛 小河伝兵衛 折紙 32.0X46.0 l通 20018348 
状](六人扶持給与) 門

36 l小河八郎左衛門知 (元禄3年)7月28 小河八郎左衛 竪紙 28.5X43.0 l通 穂波郡天 20018349 
行高書付l 日 門 野村、太

郎丸村、
元吉村
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37 貴殿代知局目録 元禄3年8月2日 河村五左衛 小河八郎左衛 継紙 28.5 x 65.0 1通 志摩郡天 2001B350 
門、宮内十 門 野村、穂
郎右衛門 波郡太郎

丸村、元
吉村/包
紙l枚

38 貴殿拝領地役高証拠 元禄6年6月9日 広津与ニ右 小河甚太夫 切紙 28.0XI6.5 l通 2001B351 
之事 衛門、山田

茂兵衛

39 l書状](小河甚太夫拝 (元禄6年)6月9日 白石権右衛 小河庄左衛門 切紙 15.5x33.0 l通 2001B352 
領知高目録役証拠受 門、宮内十
取について) 郎右衛門

40 貴殿拝領知高目録 宝永7年9月26日 櫛橋貞右衛 小河庄左衛門 継紙 30.6x68.8 l通 志摩郡元 2001B353 
門、母里正 岡村、油
左衛門 比村/包

紙l枚

41 貴殿拝領地役高証拠 宝永7年9月27日 勝野伊右衛 小河正左衛門 切紙 28.5X 19.7 l通 2001B354 
之事 門、鳥居弥

次右衛門

42 志摩郡元岡村小河正 宝永7年10月6日 元岡村庄屋 小河庄左衛門 竪帳 25.0x 19.6 l冊 2001B355 
左衛門様御知行分田 仁兵衛他6
畠名寄帳 名

43 小河正左衛門様御知 宝永7年10月6日 元岡村庄屋 小河庄左衛門 竪帳 24.9x 19.3 l冊 上部破損 2001B356 
行本百姓軒付帳 仁兵衛他5

名

44 志摩郡油比村小河正 宝永7年10月6日 油比村庄屋 小河圧左衛門 竪帳 24.0 x 19.0 l冊 2001B357 
左衛門様御知行分田 七三郎他2
畠名寄帳 名

45 志摩郡油比村小河正 宝永7年10月6日 油比村庄屋 小河圧左衛門 竪帳 24.7X 18.7 l冊 2001B3581 
左衛門様御知行本百 七三郎他2
姓軒付帳 名

46 |黒田斉清知行宛行 文化10年6月26 斉清(花押) 小河織部 折紙 40.5X53.5 l通 2001B359 
状l 日

47 貴殿御加増知高目録 文政7年9月l日 則木兵右衛 小河織部 継紙 27.9x88.4 1Ji!i 三笠郡下 2001B360 
門他5名 見村、那

珂郡下日
佐村/包
紙l枚

48 覚(元岡村他5ケ村の (江戸時代) 切紙 15.8x41.3 l通 2001B361 
米・大豆取高書付)

49 |召喚状](貴殿事御用 12月19日 月瀬長兵衛、 小河伝兵衛 折紙 29.6x44.l l通 2001B362 
候条明朝六ツ時頃御
館へ)

50 l小河半七(愛四郎)書 6月3日 小河半七 新五右衛門 切継紙 15.8X95.5 l通 2001B363 
状](五月二十二日朝
七ツ頃西ノ御丸より
出火)

51 (乗馬の手法箇条書) 竪紙 30.3X45.3 1Ji!i 2001B364 
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52 l宣下書](御用有るに (明治2年)12月l 黒田大参事 小河愛四郎 切継紙 19.2X74.8 l通 包紙l枚 20018365 
(1) 1 付二日礼服着用の上 日

出頭すべし)

52 [宣下書](御奉書拝 (明治2年12月l 切継紙 15.8x60.4 ljffi 20018366 
(1)2 見、御用有るに付明 日)

二日礼服着用の上出
頭すべし)

52 [宣下書](別紙の通り (明治2年)12月 (小河愛四郎) 切継紙 19.5 x 39.9 l通 包紙l枚 20018367 
(2) 宣下有り)

52 [宣下書](福岡藩権大 (明治2年)10月 太政官 小河愛四郎 切紙 21.1 X71.1 l通 20018368 
(3) 参事に任ず)

52 l宣下書l伺民局副総 (明治2年) 小河愛四郎 切紙 19.4X33.4 l通 200183691 
似) 督・会計局主宰の兼

務を任ず)

52 [宣下書四通写しl 明治2年12月2日 小河愛四郎 切継紙 16.2x64目l l通 52 (I) ~(4) 
(5) の写し、

包紙l枚

53 [辞令](月給40円支 明治14年2月l日 福岡県 御笠・那珂・ 切紙 19.5x26目O l通 20018371 
給) 席目郡長小河

久四郎

54 [表賞状](那珂郡住吉 明治27年8月18 福岡県知事 那珂郡住吉村 一紙 22.8X30.8 l通 20018372 
高等小学校新築寄付 日 岩崎小二郎 小河久四郎
金に付)

55 [表彰状l賞状(筑紫郡 明治30年12月l 福岡県知事 那珂郡住吉村 一紙 22.7X30.7 l通 20018373 
住吉村相生橋架設費 日 岩村高俊 小河久四郎
寄付に付)

56 [特別委員長委託 明治33年12月20 日本海員被 小河久四郎 一紙 25.0X31.5 l通 20018374 
状](日本海員披済会 日 済会会長赤

福岡支部) 松則良

57 紀念章贈与状(神武 明治34年10月5 神武天皇御 小河久四郎 一紙 27.0X39.0 l通 20018375 
天皇御降誕大祭会賛 日 降誕大祭会

助寄付に付) 総理二条基
弘、会長島
津忠亮

58 [辞令](十一番伍長に 6月 司兵局 小河久四郎 切紙 16目OX51.0 l通 20018376 
任ず)

59 I小河久四郎母書 l月13日 小河久四郎 千木屋御内中 切継紙 16.0x83目。 l通 20018377 
状](年頭挨拶他) 母

60 l和歌書付](江戸を発 (江戸時代) 切継紙 14.5 x 311.8 l枚 20018378 
ち道中大磯・箱根・
吉原・三井寺、伏見
-大坂・須磨・明石
-牛窓まで詠む)

61 貴殿御加増知高目録 (江戸時代) 継紙 27.5X26.5 l通 後欠 20018379 
(那珂郡野間村)

62 l和歌書付](御賀をい 一紙 31目8x109.5 l通 20018380 
はひ奉る)

63 [和歌書付l 一紙 36.0x63.4 l通 20018381 
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64 [和歌書付l 継紙 17.8x 137.6 l通 20018382 

65 l書](菓九歳書之) 菓 一紙 47.1 X60.0 l枚 20018383 

66 [断簡)(知事様より被 (江戸時代) 切紙 17.2x3.6 l枚 20018384 
仰聞御控書)

67 I断簡H菊姫様は真合 (江戸時代) 切紙 15.4x27.5 l枚 20018385 
院様御幼名也云々)

68 [断簡)(黒筑前) (江戸時代) 切紙 15.8xl1.0 l枚 20018386 

69 l包紙，](知行所高諸目 (江戸時代) 一紙 44.0x30.0 l枚 20018387 
録八通)

70 l包紙，](小河市允との (江戸時代) 小河市允 一紙 25.5x38.0 l枚 20018388 
へ)

71 l包紙，](岸十一右衛門 (江戸時代) 切紙 23.5x28.0 l枚 20018389 
へ御判物壱通)

72 l包紙l (江戸時代) 小河正左衛 鳥居弥次右衛 切紙 22.9x 14.4 l枚 20018390 
門 門・勝野伊右

衛門

73 [包紙.](御書参) (江戸時代) 一紙 32.9X43.5 l枚 20018391 

74 l包紙，](御勘定高目録 (江戸時代) 小河伝兵衛 切紙 35.8x 12.2 l枚 20018392 
壱通)

75 l包紙，](小河養暦新知 (江戸時代) 一紙 42.1 x26.8 l枚 20018393 
高目録)

76 [包紙l (江戸時代) 小河養暦 一紙 40.5x27.8 l枚 20018394 

77 [包紙l 小河養暦 一紙 32.0X45.0 l枚 20018395 

78 [包紙，](推薦書) 一紙 27.9x37.9 l枚 20018396 
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3.庄野家文書

〈資料内訳〉近世文書……・…………...・ H ・.....・ H ・..…-… 7件46点

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

l黒田長政黒印状l8月14日 長政(黒印) 庄半太夫 楕紙・切紙 17.0X51.4 l通 銀差のぼせ、及び調 20018397 
(1) (もと折紙) 達の件 1巻

l黒団長政黒印状l8月24日 長政(黒印) 庄野半太夫 椿紙・切紙 15.2X94.0 l通 船の仕立て、さわら 20018398 
(2) (もと折紙) の子、からすみ調達

l巻

[黒田長政黒印状l9月3日 長政(黒印) 庄野半太夫 楕紙・切紙 15.6x92.4 l通 龍光院の築地用材木 20018399 
(3) (もと折紙) 調達、大判の調達の

件など l巻

[黒田長政黒印状l10月12日 長政(黒印) 庄半太夫 椅紙・切紙 16.9X77.2 l通 鱗の子取り替え、諸 20018400 
付) (もと折紙) 白(酒)作り、馬杉の

船作りへ銀渡しの件
l巻

I黒田長政黒印状l11月11日 長政(黒印) 庄野半太夫 椿紙・切紙 17.0x53.2 l通 献上の諸白を駄賃馬 20018401 
(5) (もと折紙) で下すことなど l巻

[黒田長政黒印状l12月l日 長政(黒印) 庄野半太夫 椿紙・切紙 16.0X66.8 l通 米100石の渡し、諸白 20018402 
の) (もと折紙) 50石受け取りについ

て l巻

l黒田長政黒印状i12月6日 長政(黒印) 庄野半太夫 楕紙・切紙 16.9X51.5 l通 米を無駄に売らぬこ 20018403 
(7) (もと折紙) と、占め売りにする

こと、 18匁以下で売
るなど l巻

[黒田長政黒印状l12月23日 長政(黒印) 庄野半太夫 槽紙・切紙 16.9x64.5 l通 内蔵丞あて書状を急 20018404 
(8) (もと折紙) ぎ下す、諸白の廻し

無用の事など念押し、
l巻

[黒田長政黒印状l12月28日 長政(黒印) 庄半太夫 橋紙・切紙 16.9x98.2 l通 国元よりの米を売り 20018405 
。) (もと折紙) 払うこと、江戸へも

回すこと l巻

[黒田忠政審判 4月21日 忠政(花押) 庄野半太夫 格紙・切紙 17.0X44.6 l通 大腐を下すので、船 20018406 
(10) (もと折紙) 便次第国元へ l巻

2 [黒田長政黒印状l7月4日 長政(黒印) 圧半太夫 椿紙・切紙 16.6 x 49.7 l通 石を渡し、その方も 20018407 
(1) (もと折紙) 至急くること 2巻

2 l黒団長政黒印状l7月17日 長政(黒印) 庄半太夫 楕紙・切紙 17.0 x 50.6 l通 ちょうずばち、石灯 20018408 
(2) (もと折紙) 寵を切りだすことな

ど 2巻

2 l黒田長政覚書l 7月16日 長政 楕紙・切紙 10.9X 14.5 l通 石の仕様覚書 2巻 20018409 
(3) 

2 l黒田長政黒印状l7月18日 長政(黒印) 庄半太夫 椅紙・切紙 16.6X50.6 l通 右近の角石が短い件、 20018410 
(4) (もと折紙) その方様子知らせる

こと 2巻

2 l黒田長政黒印状l7月21日 長政(黒印) 庄半太夫 梢紙・切紙 16.6 x 101.0 l通 段の石切、井戸の石 20018411 
(5) (もと折紙) 切、角石の大きさに

ついて 2巻

2 l黒田長政黒印状l8月7日 長政(黒印) 圧半太夫 格紙・切紙 16.6 x 50.1 l通 石の出し方のこと、 20018412 
(6) (もと折紙) その方の請書のこと

2巻
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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

2 [黒田長政黒印状l8月23日 長政(黒印) 庄半太夫 楕紙・切紙 16.6x 101.2 l通 普請につき、駿府よ 20018413 
(7) (もと折紙) り命令のこと、石の

割り方、切り出しも
はや無用 2巻

2 l黒田長政黒印状l8月27日 長政(黒印) 黒田長門守、 機紙・切紙 16.6x67.0 l通 その地を引き払い、 20018414 
(8) 野村大学、 (もと折紙) 早々戻ること 2巻

林権助、圧
半太夫、飯
尾甚太夫、
小屋兵右衛
門、松岡文右
衛門、小河
内蔵充

3 i黒田長政黒印状l2月晦日 長政(黒印) 庄野半太夫 楠紙・切紙 16.3X95.3 i通 豊前の米積廻しの船、 20018415 
(1) (もと折紙) 船頭加子取り締まり、

米、大豆、塩、薪の
調達について 3巻

3 [黒団長政黒印刷 (慶長15 長政(黒印) 庄半太夫 楕紙・切紙 16.5X49.6 l通 炭値段、炭の廻し方 20018416 
(2) 年)後2月 (もと折紙) について 3巻

25日

3 [黒田長政黒印状l3月26日 長政(黒印) 庄半太夫 楕紙・切紙 17.4X 125.3 l通 豊前の米積廻しの船、 20018417 
(3) 船頭加子取り締まり、

大判、小判などの相
場、上洛用の音信物
の用意・調達など 3 
巻 継 目 朱 印

3 |黒田長政黒印状l3月28日 長政(黒印) 庄野半太夫 椿紙・切紙 17.0x86.6 l通 国元へ下るものの船 20018418 
(4) (もと折紙) の用意、龍光る院築

地の件 3巻

3 I黒田長政黒印状l4月4日 長政(黒印) 庄野半太夫 楕紙・切紙 16.9x83.9 l通 上京に付、報恩寺数 20018419 
(5) (もと折紙) 寄屋たてる件、石灯

龍の件 3巻

3 |黒田長政黒印状l6月17日 長政(黒印) 庄野半太夫 梢紙・切紙 17.0X52.7 l通 江戸より馬を下す件 20018420 
(6) (もと折紙) で馬杉へ書状を届け

ること 3巻

3 l黒田長政黒印状l元和4年7長政(黒印) 庄半太夫 楕紙・切紙 16.9X98.0 l通 金子470枚の買い取 20018421 
(7) 月18日 (もと折紙) り、相場下値のとき

に調達のこと 3巻

3 [黒田長政黒印状l7月20日 長政(黒印) 庄野半太夫 楕紙・切紙 16.9x75.1 l通 龍光院の築地の作り 20018422 
の) (もと折紙) 方、取り築地にとの

こと 3巻

3 [黒田長政黒印状l7月28日 長政(黒印) 圧野半太夫 楕紙・切紙 17.0X98.1 l通 下国の船仕立ての件、 20018423 
(9) (もと折紙) 諸白、いりこ、から

すみの調達 3巻

4 [黒田長政黒印状l2月10日 長政(黒印) 圧野半太夫 楕紙・切紙 15.6X92.4 l通 伏見宮木丹波屋敷木 20018424 
(1) (もと折紙) 屋立ての件、我が宿

へ米等を運ぶことな
ど 4巻

4 l黒団長政書状l 6月18日 長政(花押) 庄半太夫 楕紙・切紙 16.5X87.9 l通 角石が小さいこと、 20018425 
(2) (もと折紙) 石引きのこと 4巻
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4 [黒田長政黒印状l5月28日 長政(黒印) 大嶋又右衛 楠紙・切紙 16.5x 101.4 l通 毛利輝苅よりの石の 20018426 
(3) 門、毛屋主 (もと折紙) つらきりにつき、つ

水、庄半太 らきりのものをこち
夫 らへ戻すこと 4巻

4 l黒団長政黒印状l5月29日 長政(黒印) 庄半太夫 楕紙・切紙 16.5X51.1 l通 段の石長きは悪し、 20018427 
(4) (もと折紙) 石垣6月14日ころ本丸

分につき、段の石早
く切り出すこと 4巻

4 黒回長政黒印状 6月30日 長政(黒印) 庄半太夫 椅紙・切紙 16.5X87.5 l通 小さい角石をえらぴ 20018428 
(5) (もと折紙) よこすこと、角石を

引かせること、牛車
も使うこと 4巻

4 l黒田長政黒印状l6月4日 長政(黒印) 庄半太夫 楕紙・切紙 16.5x91.1 l通 つらきりの者、 50人 20018429 
(6) (もと折紙) よこすことなど 4巻

4 l黒田長政黒印状] 6月5日 長政(黒印) 庄半太夫 楕紙・切紙 16.5X50.6 l通 段の石の申しつけ 4 20018430 
(7) (もと折紙) 巻

5 l黒田長政黒印状l6月6日 長政(黒印) 庄半太夫 楕紙・切紙 16.5x49.9 l通 段の石75切らせるこ 20018431 
(1) (もと折紙) と、人もよこすこと

など 5巻

5 l黒田長政黒印状l6月10日 長政(黒印) 庄半太夫 楕紙・切紙 16.5X50.0 l通 引き石の件で50人つ 20018432 
(2) (もと折紙) かわすこと 5巻

5 l黒田長政黒印状l6月13日 長政(黒印) 庄半太夫 楕紙・切紙 16.5X80.1 l通 段の石ができれば、 20018433 
(3) (もと折紙) 大石のつらきり、た

て石の件 5巻

5 |黒田長政黒印状l6月14日 長政(黒印) 庄半太夫 楕紙・切紙 16.5x50.4 l通 角石引きに車を寄越 20018434 
(4) (もと折紙) すので、大石を寄越

すこと 5巻

5 l黒田長政黒印状l6月15日 長政(黒印) 庄半太夫 椿紙・切紙 16.5 x 50.5 l通 石の切数問い合わせ、 20018435 
(5) (もと折紙) 様子を知らせること

5巻

5 |黒田長政黒印状l6月17日 長政(黒印) 庄半太夫 椅紙・切紙 16.5x87.4 l通 たて石l間l間半に切 20018436 
(6) (もと折紙) ること、普請の者の

こと 5巻

5 l黒田長政黒印状l6月20日 長政(黒印) 庄半太夫 椿紙・切紙 16.5x50.8 l通 石切の問い合わせ、 l20018437 
(7) (もと折紙) 問l間半に切ることな

ど 5巻

5 l黒田長政黒印状l6月21日 長政(黒印) 庄半太夫 槽紙・切紙 16.5 x 50.5 l通 たて石、石切の者に 20018438 
(8) (もと折紙) たて石面切り、石持

たせのこと 5巻

5 [黒団長政黒印状l6月26日 長政(黒印) 庄半太夫 楕紙・切紙 16.5X82.1 l通 たて石割り方、角石 20018439 
(9) (もと折紙) 捺えのこと、手水ば

ちのこと 5巻

6 l黒田高政書状l l月3日 黒市正高 楕紙・切紙 15.0x38.3 l通 礼状 6(2)と同幅 20018440 
(1) 政(黒印) (もと折紙)、

掛幅装

6 [栗山利章書状l 10月6日 栗山大勝 楕紙・切紙 15.8x39.1 l通 礼状 6(1)と同幅 20018441 
(2) 利章(花押) (もと折紙)、

掛幅装
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E その他の購入資料

4.絵画

〈資料内訳〉絵画…...・H ・..…………...・H ・..……...・ H ・..……4件6点

番号 資料名 時代 作者 品質・形状 法量 員数 落款・印章 備品番号

人物図 寛文7(1667)年 狩野昌運・ 絹本墨画淡彩 108.8x40.0 l1I¥国 「狩野季信筆J・朱文楕円印
即非(賛) -掛幅装 I狩野n丁未仲冬J

2 日の出・鶴図 江戸時代 尾形洞脅 絹本着色・掛 各98.2x39.1 2~高対 「洞替筆j・白文方印「愛遠之 2001B叫4
幅装 印j ~445 

3 夏冬山水図 江戸時代 石里洞秀 紙本墨画・掛 各94.9X33.7 2幅対 「法橋洞秀筆J.朱文方印「美 200 1 B446 
幅装 之J ~447 

4 群仙図 江戸時代 上田永朴 紙本墨画・掛 107.5x35.5 l幅 「鷲峯斎永朴筆J.白文方印 2001B448 
幅装 「永キ卜j

5.染織

〈資料内訳〉能装束……………………………...・ H ・..………37件37点

番号 名称 時代 材質 法量 員数 備 考 備品番号

紅萌葱茶段花入菱 江戸時代 経3枚綾地+絵緯、 丈113.0 桁60.8 l領 後身頃上部裏に縫付札「旧 2001B449 
花車文様唐織 18~19世紀 裏:紅平絹 袖丈55.2 島津家蔵/紅萌黄茶段/

石畳花車唐織J

2 白茶紅段立涌牡丹 江戸時代 経3枚綾地+絵緯、 丈150.5 桁76.0 l領 200 1 B450 
文様唐織 19世紀 裏:紅平絹 袖丈56.0

3 菊流水文様唐織 江戸時代 経3枚綾地+絵緯、 丈151.0 桁64.0 l領 2001B451 
19世紀 裏:紅平絹 袖丈53.0

4 紅地枝垂桜糸巻糸 江戸時代 経3枚綾地+絵緯、 丈167.0 桁74.0 l領
枠文様唐織 19世紀 裏:紅平絹 袖丈60.5

5 紅地七宝繋文様唐 江戸時代 縦3枚綾地+絵緯、 丈156.5 桁71.5 l領 2001B453 
織 19世紀 裏.紅平絹 袖丈47.0

6 紅地石畳花車文様 昭和時代 縦3枚綾地+絵緯、 丈163.4桁74.0 l領 2001B454 
唐織 20世紀 裏:紅塩瀬 袖丈55.5

7 納戸茶段麻葉繋南 昭和時代 経3枚綾+絵緯、裏: 丈142.5 桁72.5 l領 2001B455 
天文様唐織 20世紀 紫平絹 袖丈55.5

8 紅地菊流水七宝散 明治時代以降 縦3枚綾地十絵緯、七 丈146.5 桁71.5 l領 2001B456 
文様唐織 19~20世紀 宝散文や菊の葉などは 袖丈56.0

描絵であらわす、裏:
紅色化繊ヵ

9 茶地破垣輸宝鶴菱 江戸時代 経6枚綾地+絵緯、 丈130.0 桁69.0 l領 右襟先裏に墨書「松印梅若 2001B457 
文様厚板 19世紀 裏.紅平絹 袖丈51.0 家J

10 茶地破垣輪宝鶴菱 江戸時代 経6枚綾地+絵緯、 丈146.5 桁74.5 l領 200 1 B458 
文様厚板 19世紀 裏.紫平絹 袖丈56.5
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購入資料 5.染織

番号 名称 時代 材質 法量 員数 備 考 備品番号

11 茶浅葱縞段柊小葵 江戸時代 経6枚綾+絵緯、裏: 丈169.0 桁68.5 l領 身頃と袖に別布挿入身 20018459 
麻薬繋文様厚板 19世紀 紫平絹 袖丈63.0 頃(丈23.0) 袖(丈9.5)

12 黒紅段亀甲雲文様 江戸末~明治 経6枚綾地+絵緯、 丈12卜 O桁 l領 右襟先裏に縫付札墨書「橋 20018460 
厚板 時代 19世紀 裏.紫平絹 72.5 袖丈57.0 岡家J

13 黒紅段亀甲牡丹文 昭和時代 経6枚綾+絵緯、裏: 丈114.5 桁75.0 l領 20018461 
様厚板 20世紀 紫平絹 袖丈55.5

14 紺茶縞地鱗波丸桐 明治時代以降 縞平絹地+描絵、裏: 丈142.5 桁57.5 l領 上文はすべて描絵 20018462 
文様厚板 19-20世紀 紫平絹 袖丈57.5

15 紺茶格子厚板 江戸時代 経6枚綾地、裏:紫平 丈158.5 桁74.0 l領 身頃と襟に別布挿入(丈 20018463 
19世紀 絹 袖丈52.0 13.5) 

16 紺茶格子厚板 明治時代以降 経6枚綾、裏:萌葱平 丈103.0 桁70.0 l領 右襟先裏縫付札墨書「橋岡 20018464 
19-20世紀 車目 袖丈55.5 家j

17 紅地網干流水文様 江戸末~明治 紅縞子地+摺箔+繍、 丈133.5 桁73.0 l領 200IB465 
縫箔 時代 19世紀 裏:紅平絹 袖丈54.5

18 黒地丸紋尽文様縫 江戸末~明治 嬬子地+繍、裏.紅平 丈141.5桁70.0 l領 20018466 
箔 時代 19世紀 絹 袖丈55.0

19 茶地宝尽文様縫箔 江戸時代 茶練貫地+繍、裏:紅 丈147.0 桁65.5 l領 添札墨書「池田家伝来黒紅ー 20018467 
19世紀 平絹 袖丈55.5 地七宝尽文様縫箔J

20 茶地宝尽文様縫箔 江戸時代 茶練貫地+繍、裏:紅 丈152.0 桁70.0 l領 袖、身頃にそって別布挿 200IB468 
19世紀 平絹+薄茶の化繊ヵ 袖丈58.5 入(幅6.0)

21 紅地草花文様縫箔 昭和時代 縦3枚綾地(立涌文様)+ 丈140.0 桁70.0 l領 20018469 
20世紀 繍、裏:紅塩瀬 袖丈49.5

22 紺地菊文様縫箔 昭和時代 経3枚綾(紗綾形文様) 丈141.0桁66.5 l領 身頃腰あたりに別布挿入 20018470 
20世紀 地+繍、裏:紫平絹 袖丈54.5 (丈33.5)

23 白地鱗文様摺箔 江戸時代 嬬子地+銀摺箔、裏: 丈111.0 桁73.0 l領 20018471 
19世紀 自平絹 袖丈56.5

24 藍白萌葱段奥斗目 江戸時代 平地異斗目、裏.白平 丈149.0 桁69.0 l領 20018472 
19世紀 高目 袖丈54.0

25 藍白段嬰斗目 江戸時代 しじら地提斗目、裏: 丈149.0 桁69.5 l領 白木綿の裏のさらに内側 20018473 
19世紀 白木綿、納戸平絹 袖丈56.5 に納戸平絹(欠損著しし、)

26 藍白段嬰斗目 江戸時代 しじら地奥斗目、裏・ 丈143.0 村j72.0 l領 20018474 
19世紀 紫平絹 袖丈57.0

27 紅白段桐唐草文様 明治時代以降 経3枚綾地+絵緯、 丈147.5 村j74.5 l領 20018475 I 
着付 19-20世紀 裏:白平絹 袖丈56.5

28 白地紗綾形文様着 明治時代以降 経3枚綾地+絵貫、 丈126.0 桁72.0 l領 20018476 
付 19-20世紀 裏:白平絹 袖丈58.5

29 白地小葵文様着付 明治時代以降 平絹地+型染、裏:白 丈148.0 桁80.5 l領 小葵文様はすべて型染、 20018477 
19-20世紀 平網 袖丈63.5 身頃と袖の聞に別布足し

(幅8.0) 袖に別布足し(丈
10) 

30 青海波破垣秋草文 江戸末~明治 経3枚綾地+絵緯、 丈98.2 桁72.5 l領 身頃下半分は別布足し(雲 20018478 
様着付 時代 19世紀 裏:紅平絹 袖丈53.0 竜文様嬬珍など) 後身頃

背縫下部をスリット状に
する
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購入資料 5.染織 6.古文書

番号 名称 時代 材質 法 量 員数 備 考 備品番号

31 撫子烏丸文様着付 明治時代以降 金欄、裏:納戸地平絹 丈118.5(前身頃 l領 右襟先裏縫付札墨書「橋岡 20018479 
19~20世紀 丈89.5) 桁69.0 家j

袖丈56.0

32 茶地秋草文様唐織 江戸末~明治 経3枚綾+絵緯、裏: 丈108.0 桁60.0 l領 20018480 
(子方) 時代 19世紀 紅平絹 袖丈70.0

33 紅白段笹竜胆文様 明治時代以降 経6枚綾地+絵貫、 丈122.0 桁62.0 l領 20018481 
唐織(子方) 19~20世紀 裏:白平網 袖丈74.0

34 濃紫地花菱鳳風丸 明治時代以降 経3枚綾地+絵緯、 丈112.0 桁60.0 l領 20018482 
文様唐織(子方) 19~20世紀 裏:萌葱平絹 袖丈67.0

35 紅地若松文様縫箔 江戸時代 繁菱文様倫子地+繍、 丈75.0 桁61.5 l領 後身頃上部に貼付札「泊三夫卜 20018483 
(子方) 19世紀 裏:紅平絹 袖丈70.5 十三披子方用縫箔

無地若松J 主文方印「口
堂j

36 紅地雲鶴文様縫箔 江戸時代 繁菱文様倫子地+繍、 丈83.3 桁60.0 l領 後身頃裏上部に貼付札: 20018484 
(子方) 19世紀 裏:紅平絹 袖丈68.0 墨書「忽赤十四競子方用

縫箔無地鶴八」 朱文方
印「口堂J

37 菱入縞文様着付 明治時代以降 綾、裏:紅地唐草文様 丈90.5 桁50.0 l領 20018485 
(子方) 19~20世紀 綾 袖丈57.0

6.古文書

〈資料内訳〉近世筑後関係文書(田中家文書)…...・ H ・....…・2件9点

番号 名称 時代 差出 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

[豊後守書状l 9月3日 豊後守(花 筑前守殿 楕紙・切紙 18.7x40.1 l通 御出勢ほねおり (1) 20018486 
(1) 押) (もと折紙) ~(4)で l巻

l某書状l 9月18日 [藤晴ヵ](花 椅紙・切紙 18.7 x 11.7 l通 断筒、花押の収集ヵ 20018487 
(2) 押) (もと折紙)

[加藤清正書状l 卯月21日 加肥後守清 楕紙・切紙 18.7X40.1 l通 端午祝儀礼状 20018488 
(3) 正(花押) (もと折紙)

l加藤清正書状l l慶長5年 加主計清正 如水様 椅紙・切紙 15.6x94.7 l通 内府同心なし、腹立 20018489 
(4) ヵ]7月21 (花押) (もと折紙) ち、天下御乱くるし

日 からずか、拙者式に
は仰聞なしにつき、

其元安国寺へ御存分
に御聞のうえ、仰せ
聞けられたきこと

2 l月瀬右馬之丞書 慶長13年 月瀬右馬之 橋紙・切紙 13.9x39.6 l通 三瀦郡下田村四郎左 20018490 
(1) 状l 7月21日 丞(花押) (もと折紙) 衛門に万、脇差許し

(1) ~(5)で l巻日付
に猿の印

q
d
 

つ臼
円
/
嗣



購入賞料 6.古文書 7.考古資料

番号 名称 時代 差出 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

2 l清水吉俊他連署 6月9日 清権兵へ吉 ミつま郡内 槽紙・切紙 13.9X85.1 l通 6人のもの誤りかく 20018491 
(2) 書状l 俊(花押) 清まつ村大 (もと折紙) れ、捕らえる件、往

鳴六左衛門 庄や、付 還旅人の留め置きの

(花押) 村々庄屋中、 件日付に猿の印
同おとな百
姓不残

2 [清水惟治他連署 慶長13年 潜水左右衛 脇坂兵介殿、 椿紙・切紙 14.0x41.1 l通 下田村、あし塚村百 20018492 
(3) 書状l 12月13日 門惟治(花 大野木甚右 (もと折紙) 姓堤防等の普請の件

押) 荒川 衛門殿、小 日付に猿の印
勢兵衛直佐 犬塚太郎右
(花押) 衛門殿、

村々庄屋不
残、村々長
百姓さんし
不残

2 同左兵衛書状l 9月4日 田左兵衛 坂十左様 格紙・切紙 13.9x86.6 l通 扇崎へ起こしにつ 20018493 
(4) (花押) 人々御中 (もと折紙) き、談合の件

2 回中了意覚l 寛文12年 田中了意 楕紙・切紙 16.3x7.5 l通 名前下に猿の印 20018494 
(5) 10月24日 (黒印)

7.考古資料

〈資料内訳)1 中国古代印章一…...・ H ・..……...・ H ・..……26件28点 2 銅鏡他……・…...・ H ・-……...・H ・. 6f牛 6点

〈総計)32件34点

1 中国古代印章

番号 名称 鉦式 時代 晶質・形状 法量 重さ 印文 員数 備 考 備品番号

銅印 壇 戦国 鋼 2.03x 1.95x 1.31 18.1 纏口信鉢 l点 宮印 20018495 

2 銅印 壇 戦国 銅 1.58 x 1.56 x 1.06 11 単喬田口 l点 官印 20018496 

3 鋼印 瓦 戦国 銅 1.30X 1.30XO.97 7.7 右司馬 l点 官印 20018497 

4 銅印 瓦 後漢 銅 2.47x2.50X2.06 54.6 部曲督印 l点 官印 20018498 

5 鋼印 瓦 後漢 銅 2.42 x 2.43 x 1.97 42.4 軍司馬印 l点 官印 20018499 

6 銅印 瓦 現(三国) 鋼 2.56 x 2.59 x 2.35 82.3 別部司馬 l点 官印 20018500 

7 銅印 瓦 貌(三岡 銅 2.36X2.35x 1.87 47.5 別部司馬 l点 官印 20018501 

8 銅印 瓦 後漢 銅 2.50x2.46X 1.36 21.3 公孫漂印 l点 20018502 

9 銅印 代 前漢 銅 3.25 x 1.39 x 3.55 35.3 巨務千万 l点 20018503 

10 銅印 賂駆 西晋 銅 2.30X2.30X2.62 48.3 晋率善正邑長 l点 20018504 

11 銅印 鰐 秦 銅 1.44(3.01) x 1.33 8.9 李褒 l点 20018505 
XO.94 

12 銅印 戦国 銅 1.85 x 0.9 x 2.57 15.2 段口 l点 20018506 
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購入資料 7.考古資料

番号 名称 鑑式 時代 品質・形状 法量 重さ 印文 員数 備 考 備品番号

13 ガフス印 戦国 ガフス 0.87 x 0.85 x 0.68 1.1 肖形 l点 20018507 

14 鋼印 亭 戦国 鋼 1.80 x 1.80 x 2.02 11.6 肖形 l点 20018508 

15 銅印 丸 戦国 鋼 1.80 x 1.02 12.9 費口 l点 20018509 

16 銅印 丸 前漢 銅 1.42 XO.94 5.9 臆成 l点 20018510 

17 鋼印 壇 戦国 銅 0.94 X 0.97 X 1.27 3.9 私口 l点 20018511 

18 銅印 屋形 戦国 銅 1.13x 1.17XO.99 3.5 肖形 l点 20018512 

19 銅印 橋 戦国 鋼 1.66 x 1.66 x 0.70 4.9 肖形 l点 20018513 

20 銅印 瓦 後漢 鋼 1.58 x 1.58 x 1.42 13.1 李瀞武印 l点 20018514 

21 銅印 穿帯 前漢 鋼 2.22 X2.23xO.86 18.7 臣青置、啓青置 l点 両面 20018515 

22 銅印 帯鈎 銅 6.20x2.08x 1.14 18.6 l点 20018516 

23 銅印 唐 鋼 5.64 x 5.78 x 2.22 205.0 唐安県之印 l点 禾元年官印四川 20018517 
省唐安県

24 鋼印 馬 後越 銅 2.59x2.58x3.19 85.1 親趨侯印 l点 20018518 

25 鋼印 賂舵 後漢 銅 2.37 x 2.35 x 3.22 64.7 漢慮水倍長 l点 20018519 

26 銅印 僻邪 後漢 鋼 2.43X2.43X2.43 48.2 周瑛印信 l点 三套印 20018520 
(1) 

26 鋼印 僻邪 後漢 鋼 1.36x 1.36X2.14 10.1 周瑛 l点 26の子の印面 20018521 
位)

26 銅印 僻邪 後漢 銅 1.05X 1.05xO.69 3.5 元成 l点 26の孫の印面 20018522 
。)

2 銅鏡他

番号 名 称 時代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

27 f長宜子孫」内行花文鏡 後漢 青銅 径19.0 l面 20018523 

28 星雲文鏡 前漢 青銅 径15.9 l面 20018524 

29 連弧文銘帯鏡 前漢 青銅 径17.5 l面 20018525 

30 方格規矩鏡 後漢 青銅 径20.0 l面 20018526 

31 銅鏡・銅銭鋳型レプリカ 弥生時代後期 樹脂 12.1 X4.6x2.2 l点 井尻B遺跡出土品の複製 20018527 

32 復元銅鏡 弥生時代後期 樹脂 径10.0 l面 井尻B遺跡出土品から復元 20018528 
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購入資料 8.書籍 9.地図・絵図

8.書籍

〈資料内訳〉近世書籍...・ H ・..…...・H ・..………………...・ H ・..4件24点

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

『オリエント史Jr耶蘇会士通 1593年 マッフェイ フォリオ版 32.2 x 21.4 l冊 イエズス会士で歴 20018529 
信集Jrイグナチウス・ロヨ (Maffeii) 書冊 史家の著作集

ラ伝』

2 大和本草 宝永6年 貝原益軒 木 版 書 冊 22.8X 16.2 21冊 表紙裏に「那珂席 20018530 
田三笠郡庁蔵本j ~550 

とあり

3 藍嶋鼓吹 享保4年 小野士厚 墨書書冊 22.6X 16.8 l冊 朝鮮通信使交流記 20018551 
録

4 旧稀集 明治20年改写 庄林半助 墨 書 彩 色 24.7X 18.6 l冊 江戸時代福岡・博 20018552 
書冊 多の見聞録

9.地図・絵図

〈資料内訳)1 形相図(夜須郡・早良郡・恰土郡・鞍手郡)…4件86点 2 その他の地図・絵図…………ー・5件 5点

〈総計)9件91点

1 形相図(夜須郡・早良郡・恰土郡・鞍手郡)

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

夜須郡 紙本着色 l冊 1(1) ~(24) 
折本装

(1) 形相図(筑後・久留米・夜須・御笠 同日 上田権太郎 紙本着色 27.7X 110.0 l点 20018553 
堺)

(2) 形相図(草水村・中寒永村) 同18日 紙本着色 27.9X76.6 i点 20018554 

(3) 夜須・下座ノ堺形相図 同18日 紙本着色 28.2x56.6 l点 20018555 

(4) 夜須・下座ノ堺形相図 卯ノ正月18日 紙本着色 27.0x 124.6 l点 20018556 

(5) 穂波・夜須堺 正月16日 衣笠半太夫 紙本着色 28.2x55.2 l点 20018557 

(6) 穂波郡境形相図 正月17日 紙本着色 28.4X61.2 l点 20018558 

(7) 夜須・嘉摩郡堺形相図 紙本着色 28.2X202.3 l点 20018559 

(8) 白坂峠ヨリ八町越之三マタ迄道形 同日改め 紙本着色 28.5x73.6 l点 20018560 
相図

(9) 右之次道改女男石迄形相図 同月17日 紙本着色 28.2X83.6 l点 20018561 

(10) 夜須郡道改山隈村抱大刀洗川ヨリ 卯ノ正月16日 古森兵太夫 紙本着色 28.0X85.6 l点 20018562 
初弥永村迄形相図

(11) 夜須郡二村ヨリ甘木往還筋形相図 卯ノ正月16日 山本遊扇 紙本着色 27.1 x 147.2 l点 20018563 

(12) 夜須郡道形相図 衣笠半助 紙本着色 27目8x125.2 l点 20018564 
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購入賞料 9.地図・絵図

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法最 員数 備考 備品番号

(13) 筑前筑後堺ヨリ甘木往還筋形相図 卯ノ正月17日 紙本着色 27.2x82.2 l点 20018565 

(14) 夜須郡之内甘木町大道筋形相図 紙本着色 28.2x 134.0 l点 20018566 

(15) 夜須郡(石原町~八丁坂)形相図 紙本着色 25.0X72.2 l点 20018567 

(16) 筑後松崎越道形相図 正月16日 上回権太郎 紙本着色 28.0x38.6 l点 20018568 

(17) 同郡東小田川形相図(南村二而終) 紙本着色 27.6x 134.4 し点 20018569 

(18) 右之次川改郡堺迄形相図(栗河内 同月19日 紙本着色 28.0X83.6 l点 20018570 I 
村・江川村)

(19) 同郡江川々改(上秋月村・江川村) 同月18日 紙本着色 28.2x 105.2 l点 20018571 

(20) 形相図(甘木町・下淵) 紙本着色 28.3X39.4 l点 20018572 

(21) 夜須郡秋月野鳥川形相図 正月18日 紙本着色 28.0x 116.6 l点 20018573 

(22) 四三嶋前石井手ヨリ之形相 元禄12年卯正 鵜木吉太夫 紙本着色 28.2X65.6 l点 同日終 20018574 
月16日

(23) 同川同所ヨリ形相(弥長町~秋月町) 同月17日 紙本着色 28.2x56.2 l点 同日終 20018575 

(24) 同郡朝日川形相(朝日村) 紙本着色 27.4X41.2 l点 20018576 

2 早良部 紙本着色 l冊 2( 1) ~(24) 
折本装

(1) 同園堺石之次ヨリ恰土郡堺形相図 同月21日 小森兵太郎 紙本着色 28.4X 124.0 l点 20018577 

(2) 御園堺背振山白山ノ下ヨリ改初ル 卯ノ3月20日 古森兵太夫 紙本着色 28.0X 178目8 l点 御境二 20018578 
形相図

(3) 早良郡(肥前・筑前ノ境)形相図 紙本着色 27.1 X46.0 l点 20018579 

(4) 早良・志摩郡境形相図 同日 紙本着色 31.6x58.7 l点 20018580 

(5) 早良・恰土郡境金岳迄 3月22日 衣笠半太夫 紙本着色 27.0X28.8 l点 20018581 

(6) 早良・恰土郡堺形相図 右同日 紙本着色 28.4X46.6 l点 郡境三 20018582 

(7) (早良・恰土郡境形相図) 同18日 紙本着色 27.9X 160.7 l点 20018583 

の) 志摩郡・早良郡堺ヨリ漬ノ手ヲド 3月28日 紙本着色 28.4X42.2 l点 海辺ー 20018584 
ノ地蔵.迄

(9) (生ノ松原・姪浜村・庄村形相図) 紙本着色 27.8X108.7 l点 海辺二 20018585 

(10) (紅葉松原形相図) 3月15日 紙本着色 29.1 X42.2 l点 海辺三 20018586 

(11) (西町・荒戸山・侍屋鋪形相図) 紙本着色 28.2x 104.9 l点 20018587 

(12) (三瀬越道・金武村形相図) 3月17日 紙本着色 27.8X89.9 l点 三瀬往還二 20018588 

(13) (圧村・有田村・金武村形相図) 紙本着色 28.4X 171.0 l点 三瀬往還一

(14) (西新町・飯倉村・安楽平枇形相図) 紙本着色 28.9x220.4 l点 板屋道一 20018590 

(15) 那珂郡・早良郡境ヨリ古川形相 元禄12年卯3 鵜木吉太夫 紙本着色 28.0x 133.4 l点 板屋道二 20018591 
月20日

(16) 肥前・筑前堺シイハ道形相図 卯ノ3月20日 紙本着色 26.8x1l7.5 l点 200185921 
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購入資料 9.地図・絵図

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

(17) 前原道形相図(庄村・鷲尾山・姪浜 同日、同16日 紙本着色 27.5x83.8 l点 唐津往還 20018593 
村・生松原形相図)

(18) 佃嶋川筋・侍屋敷形相図) 紙本着色 28.3x 139目9 l点 20018594 

(19) 福岡ヨリ前原通ル大道筋 紙本着色 28.0x56.3 l点

(20) 十郎111(飯盛山・野方村)形相図 3月15日 紙本着色 27.6x65.2 l点 20018596 

(21) クハランノ下ニマタヨリ曲リ淵村 3月21日 紙本着色 28.5x38.5 l点 曲淵川一 20018597 
迄川形相図

(22) 早良郡小笠木川形相図 3月20日 衣笠半太夫 紙本着色 28.0x91.2 l点 20018598 

(23) 仙道ノ前ヨリ石釜川花乱ノ瀧迄ノ 同21日 紙本着色 28.3x89.4 lJ点 同月廿一日 20018599 
形相図 早良郡終

(24) 上宮ヨリノ小川形相図 3月19日 紙本着色 28.0x72.3 l点 同日終 20018600 

3 '恰土郡 紙本着色 l冊 3( 1) ~(8) 
折本装

(1) (肥前堺・公領堺形相図) 上田権太郎 紙本着色 27.8x 137.8 l点 20018601 

(2) (雷山村内高野ヨリ肥前園六路越道 紙本着色 28.1 x72.2 l点 御境二 20018602 
形相図)

(3) 肥前六路越道・三瀬越道(雷山)形相 紙本着色 27.8x102.8 l点 御境= 20018603 
図

似) 右之道形相図(大門村・千里村) 同23日 紙本着色 28.5x65.4 l点 三瀬往還四 20018604 

(5) 河原村前ヨリ新道形相図 元禄12卯年3 鵜木吉太夫 紙本着色 28.0x92.4 l点 20018605 
月22日

(6) 早良・恰土ノ堺太丸道形相図 卯ノ3月21日 山本遊翁 紙本着色 26.4X 119.4 l点 20018606 

(7) 水無越道筋改園堺ヨリ福井原村迄 3月22日 古森兵太夫 紙本着色 27.8x 161.4 l点 20018607 
形相図

(8) 右之次道筋井原村ヨリ初大道筋迄 同月23日 小森兵太夫 紙本着色 28.0x93.4 IJ点 20018608 
形相図

4 鞍手郡 紙本着色 l冊 4( 1) ~(30) 
折本袋

(1) 中泉村豊前御堺目形相ノ図 2月16日 衣笠半介 紙本着色 27.6X223.5 IJ点 豊前境ー 20018609 

(2) (スハ山城跡)形相図 2月20日 紙本着色 28.2x50.5 l点 豊前境二 20018610 

(3) (永満寺村内宅間村)形相図 同月21日 紙本着色 28.2x61.2 l点 豊前境三 20018611 

(4) (高取古城跡・福智獄)形相図 紙本着色 28.2x51.3 l点 豊前境四 20018612 

(5) 福知獄ノ下大とうヨリ沢獄迄形相 2月21日 紙本着色 28.9X70.2 l点 豊前道一 20018613 
豊前堺

(6) 鞍手・遠賀郡堺(安入寺・金剛村)形 2月22日 紙本着色 28.2x73.3 l点 遠賀境一 20018614 
相図

(7) 右之次郡堺木屋瀬造(鞍手・遠賀郡 同月22日 紙本着色 28.4X 125.8 l点 遠賀境二 20018615 I 
堺)形相図

(8) 右之次郡堺下大隈村大川迄形相図、 同月21日 紙本着色 28.2x 160.3 l点 遠賀境三、 20018616 
(古門村・別府内小倉)形相図 遠賀境四
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購入資料 9.地図・絵図

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

(9) 右之次堺古門村抱迄(鞍手・遠賀・ 同月20日 山本遊扇 紙本着色 28.5X48.1 l点 遠賀境五 2001B617 
宗像郡堺) 終、宗像境

(10) 鞍手・宗像・裏粕屋二郡堺ヨリ(形 紙本着色 28.1x237.0 l点 2001B618 
相図)

(11) 六宿道(形相図)、六宿道(木屋瀬村迄 2月14日、 2月 紙本着色 28.3x284.5 l点 六宿全 2001B619 
形相図) 15日

(12) 鞍手・宗像郡堺・遠賀堺迄(形相 同日、卯ノ2 古森兵太夫 紙本着色 29.4x 113.6 l点 内宿一 2001B620 
図)、鞍手郡大道筋新北村抱ヨリ宗 月19日
像郡堺迄(形相図)

(13) 植木ヨリ赤間ノ方道 2月16日 紙本着色 28.3X80.1 l点 内宿二 2001B621 

(14) (木屋瀬村形相図) 2月16日 紙本着色 29.4X 18.3 l点 2001B622 

(15) (上堺村形相図) 2月19日 紙本着色 28.1 X40.7 l点 豊前道二終 2001B623 

(16) 上堺村前ヨリ豊前堺迄ノ道(形相図) 2月19日 紙本着色 28.8X37.8 l点 200 1 B624 

(17) (植木村・本城村・表粕屋越道形相 紙本着色 28.0X218.1 l点 2001B625 
図)

(18) 鞍手郡赤地渡シ場ヨリ直方道新入 2月16日 衣笠半太夫 紙本着色 28.9X92.3 l点 新道一 2001B626 
口頭野口迄

(19) 鞍手之内川改堺之杭迄(形相図) 2月22日 紙本着色 28.2x42.8 l点 2001B627 

(20) 鞍手郡八郡川改(形相図) 同月20日 紙本着色 28.3X 109.2 l点 2001B628 

(21) 山口JlI(形相図) 2月19日 紙本着色 28.3X 125.2 l点 山口川全 2001B629 

(22) 同川同所ヨリ形相 同22日 紙本着色 28.6X70.0 l点 2001B630 

(23) 高野村前ヨリ吉川形相 同21日 紙本着色 28.4X72.0 l点 同日終 2001B631 

但4)脇野村前ヨリ川形相 同19日 紙本着色 28.3x39.6 l点 同日終

(25) 鞍手郡アリキ河形相 卯ノ2月23日 紙本着色 28.2X92.1 l点 2001B633 

(26) 三郡堺ヨリ古川形相 元禄12卯ノ年 鵜木吉太夫 紙本着色 27.9x34.2 l点 同 日 終 宮 200IB634 
2月16日 田川一

(27) 鞍手郡カサギ河形相 卯ノ2月19日 紙本着色 28.3x42.4 l点 2001B635 

(28) 黒丸河形相 卯ノ2月22日 紙本着色 28.4x68.2 l点 2001B636 

(29) 鞍手郡カサギ形相 卯ノ2月27日 紙本着色 29.2X85.6 l点 2001B637 

(30) 嘉摩山村前ヨリ川形相 同月20日 紙本着色 28.3X90.4 l点 200 1 B638 

2 その他の地図・絵図

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

5 筑前国福岡城周辺絵図 (江戸時代中期) 紙本着色 70.1XI12.7 l鋪 2001B639 

6 長崎港絵図 (江戸時代後期) 紙本着色 67.6X 118.4 l鋪 2001B640 

7 明治六年西京大博覧会図絵 明治6年 不詳 木版墨摺・ 24.2x33.3 l枚 2001B641 
朱印
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購入資料 9.地図・絵図 10.広告類 11.写真

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

8 福岡県精図 明治12年5月出版 筒須徳七編輯 木版色摺 72.5X66.0 l枚 2001B642 
林斧介発行

9 福岡県管内実測明細図 明治26年11月20 高須徳七製図 印刷・着色 97.0X94.5 l枚 200 1 B643 
日発行

10.広告類

〈資料内訳〉ポスター……...・ H ・..………...・ H ・H ・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

ポスター「大連j 昭和10年頃 不詳 色刷 92.5X62.3 l枚 2001B644 

2 ポスター「決戦下輝く海軍記念日J 昭和10年代後半 不詳 色刷 103.0X72.9 l枚 200 1 B645 

11.写真

〈資料内訳〉写真……...・ H ・..………...・H ・..….，.・ H ・..……60件60点

番号 名 称 時代 撮影者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

茶採み“SELECTINGTEA" 明治20年代 フアサリ 白黒写真 縦21.0 l点 C.14. ロケーション撮影茶 200 1 B646 
商会 着色 横26.5 探みをする夫婦

2 八百屋の庖先“FRUITSHOP" 明治20年代 フアサリ 白黒写真 縦21.0 l点 C38. ロケーション撮影八 200lB647 
商会 着色 横26.5 百上八百屋の庖頭に立つ男

女8人

3 履物屋の届先“ShoeStore" 明治20年代 不詳 白黒写真 縦19.0 l点 76A ロケーション撮影青 200lB648 
着色 横23.5 山商庖客の女性2人と庖員

の男性4人

4 宴席“DinnerP釘ty" 明治20年代 不詳 白黒写真 縦18.5 l点 239A ロケーション撮影羽 200 1 B649 
着色 横24.0 織姿の男性18人と給仕の女性

4人

5 糸紡ぎ“C01寸ONSPINNING" 明治20年代 不詳 白黒写真 縦20.0 l点 BI003 スタジオ撮影木綿 2001B650 
着色 横26.5 糸を紡ぐ女性2人

6 役者“ACTOR" 明治20年代 不詳 白黒写真 縦27.0 l点 BI053 スタジオ撮影芝居 200lB651 
着色 横20.5 衣装の男性

7 役者“SAMURAI" 明治20年代 不詳 白黒写真 縦27.0 l点 BI060 スタジオ撮影芝居 200lB652 
着色 横20.0 衣装の男性

8 傘張職人“UMBRELLA 明治20年代 不詳 白黒写真 縦20.5 l点 BI097 スタジオ撮影傘張 200IB653 
M必ER" 着色 横26.5 職人とその弟子
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購入資料 11.写真

番号 名 称 時代 撮影者 |品質・形状|法量|員数 備考 備品番号

9 1炊事“阻TCHEN(PREP組ING I明治20年代|不詳
D悶NE町"

101謡いの稽古“THREEDANCING I明治20年代 l不詳
GIRL'S GMNG A REH臥RSAL
問AROOM"

11 1神宮“SHINTOOFFERING TO I明治20年代|不詳
AGOD" 

12 1潮干狩り‘'SHELLPIC阻NG" 1明治20年代|不詳

13 1踊り“DANCINGGIRL WITH 明治20年代|不詳
FAN" 

14 1食事“GIRLSTAKING DINNER" 1明治20年代|不詳

15 1ひそひそ話“WHISPERING別|明治20年代|不詳
P組 LOUR"

16 1踊り“Geisha's Dancing" 明治20年代|不詳

17 1地蔵背負い“Priests" 明治20年代|不詳

18 1着付け“Dressing" 明治20年代|不詳

19 1踊り“Geisha's Dancing" 明治20年代|不詳

20 1子守り“C組RYING 明治20年代|不詳
CHILDREN" 

21 1花見“Cherry81ossoms 明治20年代|不詳
(Sprin国"

22 1読書“ROOM" 明治20年代|不詳

23 1子どもたち“JAPANESE 明治20年代|不詳
CHILDREN" 

贈答 G附 APR則" I明治20年代|不詳

25 1友達“F悶ENDS" 明治20年代|不詳

26 1田植え“F組 MER" 明治20年代|不詳

27 1遊女“TEAHOUSE GIRLS" 明治20年代|不詳

28 1座敷“MusicalInstruments， Tea 1明治20年代|不詳
House Room 

白黒写真|縦21.0I 1点 181100 スタジオ撮影炊事 120018654
着色 |横28.0I の支度をする五人の女性たち

白黒写真|縦20.511点 181112 ロケーション撮影 120018655 
着色 |横26.51 三味線、琴、謡の女性3人

白黒写真|縦20.51 1点 181133 ロケーション撮影 120018656 
着色 |横26.51 1 [慢幕の前にならぶ神官15人

白黒写真|縦26.51 1点 181172 ロケーション撮影 120018657 
着色 |横20.51 海辺で貝や魚を拾う女性3人

白黒写真|縦26.51 1点 181183 スタジオ撮影扇を 120018658
着色 |横21.01 持って舞う女性

白黒写真|縦26.51 1点 181190 スタジオ撮影膳を 120018659
着色 |横20.51 持つ女性2人

白黒写真|縦21.01 1点 181192 スタジオ撮影耳元 120018660
着色 |横26.51 でひそひそ話する女性2人

白黒写真|縦18.51 1点 162 スタジオ撮影三味線を 120018661
着色 |横23.51 弾く女性とそれに合わせて舞

う女性

白黒写真|縦24.011点 182 スタジオ撮影家を巡り 120018662
着色 |横18.01 歩く地蔵背負いの少年2人

白黒写真|縦24.011点 196 スタジオ撮影 着付け中 120018663
着色 |横19.01 の女性2人

白黒写真|縦18.51 1点 199 スタジオ撮影三味線を 120018664
着色 |横23.51 弾く女性と鉢巻きをして舞う

女性3人

白黒写真|縦25.01 1点 1102 ロケーション撮影赤 120018665
着色 |横20.01 ん坊を背負った少女2人

白黒写真|縦19.01 1点 1236 ロケーション撮影 花 120018666
着色 |横24.01 見の茶屋に腰掛ける女性3人

とそれを囲む人々

白黒写真|縦19.01 1点 1247 ロケーション撮影繊 120018667
着色 |横24.01 笹敷きの和室で文机に向かい

読書する女性

白黒写真|縦18.51 1点 1254 ロケーション撮影子 120018668
着色 |横24.01 どもたち20人子守り

白黒写真|縦18.51 1点 1262 スタジオ撮影座敷で 120018669
着色 |横24.01 贈答を交わす女性4人

白黒写真|縦24.011点 1276 スタジオ撮影外出姿 120018670
着色 |横18.51 の女性2人

白黒写真|縦21.51 1点 1292 ロケーション撮影 田 120018671
着色 |横27.01 植え作業風景

白黒写真|縦21.01 1点 1512 ロケーション撮影遊 120018672
着色 |横27.51 郭の中庭に立つ遊女5人とか

むろ

白黒写真|縦20.51 1点 11020 ロケーション撮影茶 120018673
着色 |横26.51 屋の座敷に散らばる楽器
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晴入資料 11.写真

番号 名 称 時代 撮影者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

29 挨拶 明治20年代 不詳 白黒写真 縦18.5 l点 ロケーション撮影座敷で挨 20018674 
着色 横23.0 拶を交わす女性2人

30 東屋にて 明治20年代 不詳 白黒写真 縦19.0 l点 ロケーション撮影東屋に腰 20018675 
着色 横25.0 掛け喫茶・喫煙する女性2人

31 庭の見える座敷にて 明治20年代 不詳 白黒写真 縦19.0 l点 ロケーション撮影見晴らし 20018676 
着色 横25.0 の良い座敷で憩う女性4人

32 遊山 明治20年代 不詳 白黒写真 縦19.0 1 )点 ロケーション撮影桜の下で 20018677 
着色 模25.0 ポーズを取る女性5人

33 花売り 明治20年代 不詳 白黒写真 縦18.5 l点 ロケーション撮影荷車を引 20018678 
着色 横23.5 く花屋と子を背負った女性客

34 托鉢僧 明治20年代 不詳 白黒写真 縦18.5 l点 ロケーション撮影托鉢支度 20018679 
着色 横23.5 の僧侶4人

35 葬列 明治20年代 不詳 白黒写真 縦19.0 l点 ロケーション撮影輿を担い 20018680 
着色 横24.5 で進む行列

36 挨拶 明治20年代 不詳 白黒写真 縦19.0 l点 スタジオ撮影座敷で挨拶を 20018681 
着色 横25.0 交わす女性2人

37 身支度 明治20年代 不詳 白黒写真 縦23.5 l点 スタジオ撮影鏡で帯締めを 20018682 
着色 横18.5 確認する女性

38 着付け 明治20年代 不詳 白黒写真 縦18.5 l点 スタジオ撮影着付け中の女 20018683 
着色 横23.5 性3人

39 身支度 明治20年代 不詳 白黒写真 縦26.5 1)点 スタジオ撮影合わせ鏡で髪 20018684 
着色 横20.5 を確かめる女性

40 雨の日の外出姿 明治20年代 不詳 白黒写真 縦25.0 l点 スタジオ撮影傘をさし頭 20018685 
着色 横19.0 巾・羽織・下駄履き姿の女性

41 外出姿 明治20年代 不詳 白黒写真 縦23.5 l点 スタジオ撮影 日傘をさし桜 20018686 
着色 横18.5 の小枝を手にした羽織姿の女

a性

42 五人の女性 明治20年代 不詳 白黒写真 縦20.5 l点 スタジオ撮影髪結い、裁縫、 20018687 
着色 横26.5 人形、でんでん太鼓

43 母と姉妹 明治20年代 不詳 白黒写真 縦23.5 l点 スタジオ撮影揃いの着物の 20018688 
着色 横18.5 娘二人とその母

44 火鉢に当たる女性 明治20年代 不詳 白黒写真 縦18.5 l点 スタジオ撮影火鉢を囲み茶 20018689 
着色 横23.5 を飲む女性3人

45 読書 明治20年代 不詳 白黒写真 縦19.0 l点 スタジオ撮影揃いの着物で 20018690 
着色 横24.5 読み本を楽しむ女性3人

46 蕎麦 明治20年代 不詳 白黒写真 縦18.5 1点 スタジオ撮影蕎麦を食べる 20018691 
着色 横23.5 女性3人

47 子守り 明治20年代 不詳 白黒写真 縦24.0 1 )点 スタジオ撮影赤ん坊を背負 20018692 
着色 横19.0 った少女2人

48 三味線 明治20年代 不詳 白黒写真 縦23.5 l点 スタジオ撮影三味線を弾く 20018693 
着色 横18.0 女性

49 三味線 明治20年代 不詳 白黒写真 縦25.0 l点 スタジオ撮影三味線を弾く 20018694 
着色 横19.0 女性

-----'--
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購入賞料 11.写真 12.その他

番号 名 称 時代 撮影者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

50 ニ味線 明治20年代 不詳 白黒写真 縦23.5 l点 スタジオ撮影ニ味線を手に 20018695 
着色 検18.5 立つ女性

51 三味線の稽古 明治20年代 不詳 白黒写真 縦18.0 l点 スタジオ撮影三味線の稽古 20018696 
着色 検23.0 をつける師匠とその弟子

52 蓮-.華 明治20年代 不詳 白黒写真 縦19.5 l点 スタジオ撮影琴を弾く女性 20018697 
着色 横25.0

53 生け花 明治20年代 不詳 白黒写真 縦21.5 l点 スタジオ撮影花器を挟んで 20018698 
着色 横16.0 座る女性2人

54 飴細工屋 明治20年代 不詳 白黒写真 縦23.5 l点 スタジオ撮影細工をする飴 20018699 
着色 横18.5 屋と客の子ども

55 古着屋 明治20年代 不詳 白黒写真 縦21.0 l点 スタジオ撮影品定めをする 20018700 
着色 横27.0 子連れの客と算盤を弾く番頭

56 写真絵付師 明治20年代 不詳 白黒写真 縦26.5 l点 スタジオ撮影写真に彩色を 20018701 
着色 横20.5 施す職人

57 僧侶 明治20年代 不詳 白黒写真 縦25.0 l点 スタジオ撮影僧侶の立像 20018702 
着色 横18.5

58 僧侶 明治20年代 不詳 白黒写真 縦24.5 l点 スタジオ撮影僧侶の立像 20018703 
着色 横18.5

59 成田山行者 明治20年代 不詳 白黒写真 縦26.5 l点 スタジオ撮影行者の読経 20018704 
着色 横20.5

60 役者 明治20年代 不詳 白黒写真 縦20.5 l点 スタジオ撮影芝居衣装の男 20018705 
着色 横26.5 a性4人

12.その他

〈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

住吉堤防増築創立 明治29年頃 巻子装 43.1 x l巻 ①-~を l巻に納める軸 20018706 
画集 1072.4 は磁器製色絵

①高砂橋の図 明治26年ヵ 不詳 紙本着色 43.1 x59.5 l点

②借用証 明治25年11月 小河久四郎外9 罫紙に墨 各25.9x l通 住吉堤防増築事務所罫紙使

18日 名より磯野テイ 書 37.2 (2枚) 用

あて

③那珂川堤防増築 不詳 不詳 紙本着色 15.5X 121.0 l点
の図

④住吉堤防増築趣 明治25年11月 住吉堤防増築仮 印刷・墨 21.9x37.6 l通
意書 事務所 書

⑤官有堤防減免租 明治25年 不詳 墨書・朱 20.3X28.0 l枚
合計書 筆・朱印

q
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購入資料 12.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

⑥県知事関届書 明治25年9月 福岡県知事山田 罫紙に墨 20.5X 14.2 l通 河川堤防増築願聞届のこと

10日 為喧より鈴木敏 書・朱筆

郎あて -朱印

⑦村役場伝達書 明治27年2月 住吉村役場より 罫紙に墨 19.2xI2.6 l通 別紙のとおり許可につき伝

14日 総代鈴木敏郎外 書・朱印 達
2名あて

③承諾書 明治25年10月 那珂郡住吉村人 罫紙に墨 17.9x29.0 l通 堤防増築事業を承諾のこと
民総代月形孫七 書・朱印
郎より八尋利平
外6名あて

⑨新聞記事「築堤 不詳 福陵新報 印刷 9.1 X7.1 l点 相談役選挙結果
に関する相談役」

⑮新聞記事「住吉 明治25年 福陵新報 印刷 9.2x7.3 l点
土堤の植桜J

⑪通知 不詳 住吉堤防増築事 印刷 29.0X43.2 l通 委員10名選挙により選出に
務所 っき投票されたきこと

⑫新聞記事「住吉 不詳 不詳 印刷 l点
土手増築新名所ツ
クック節J

⑬新聞記事「住吉 不詳 不詳 印刷 7.5x9.1 l点
土手増築新名所ツ 7.5X3.3 (2片)
クック節J(続)

⑭新聞記事「住吉 不詳 不詳 印刷 7.6X9.3 l点
土手増築新名所ツ
クック節J(続)

⑮桜柳雑木植立略 不詳 不詳 紙本着色 25.5X55.3 l点
図

⑮新聞記事「博多 明治25年 不詳 印刷 9.1 x 10.0 l点 堤防糟築計画昨日許可のこ
に名所を増すJ と

⑫住吉堤防持相生 不詳 相生童子作 印刷 14.2 x 17.5 l枚
町芸妓連中平踊歌

⑮領収書用紙 不詳 住吉堤防増築事 色刷・墨 12.8x5.8 l組 未使用の領収書
務所 書 12.8X 15.1 但片)

⑮指令書 明治27年2月 那珂御笠席田郡 罫紙に墨 21.0x25.6 l通 明治27年2月9日願出の堤防
13日 長久野寂也より 書・朱印 上棒杭建設許可の指令那

憶秀胤外2名 岡御笠席田郡役所罫紙使用

@口演 明治26年7月7高砂連世話人よ 印刷・墨 16.3x 13.3 l通 高砂連番付落成、櫛田神社
日 り八尋利兵衛あ 書・朱印 へ奉納につき、参詣ありた

て きこと

⑫指令書 明治26年2月6福岡県知事山田 印刷・墨 19.7X 13.5 l通 官有堤防成の土地、別紙合
日 為喧より江藤正 書・朱印 計書のとおり聞届、同年よ

蔵外2名あて -朱筆 り月割をもって免租のこと

⑫回議書 明治29年7月 不詳 罫紙に墨 19.4X 11.7 l通 かねて計画中の住吉堤防石
27日 書・朱印 19.3X25.8 (5片) 碑落成につき、賛成者指名

19.2X9.8 彫刻に関し回議のこと
19.3x6.5 
19.4 x 25.8 
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購入資料 12.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

@許可状 明治27年5月3福岡県警察署長 木版墨摺 19.2x 16.0 i通 明治27年4月26日願出の道
日 宮本専一郎より -墨書・ 路使用許可の指令

八尋利兵衛あて 朱印

@送付状 明治26年2月 住吉村役場より 罫紙に墨 19.2X 12.6 l通 官有堤防成免租合計書につ
14日 橋秀胤外2名あ 書・朱印 いて指令書を送付のこと

て

@申出状 明治25年11月 江藤正蔵外2名 墨書・朱 20.4X 15.7 l通 前書のとおり相違なきこと
21日 より福岡県知事 印 明治25年12月21日付け村長

山閏為喧あて 合田毅平の添書あり

@指令書 明治27年4月 那珂御笠席田郡 罫紙に墨 20.6X 14.4 l通 明治27年3月30日願出の堤
28日 長久野寂也より 書・朱印 防使用は明治27年4月より

鈴木敏郎外l名 30年3月まで許可のこと
あて 那珂御笠席田郡役所罫紙使

用

⑫意見書 明治29年 鈴木敏郎 墨書・朱 15.5x5.0 l通 [博多世話人Jを「世話人Jと
印 すべきこと

@新聞記事「高砂 不詳 不詳 印刷 8.3x6.8 l点 高砂連の渡り初めは明後日
連の渡り初め」 執行のこと

@新聞記事「住吉 不詳 不詳 印刷 8.7x3.8 l点 発起人半田鎌次他、福博の

堤の改築に就てJ 有志者に協賛を依頼したる
こと

@新聞記事「筑前 明治25年9月 福岡日日新聞ヵ 印刷 7.4X30.9 l点 一昨日発起人会開催のこと

の新名所J 23日

@新聞記事「住吉 不詳 不詳 印刷 9.2XI4.1 l点 住吉土堤に三角石埋没の

土堤の三角石/桜 噂/堤防植樹用桜大阪より

楓の到着」 到着のこと

@新聞記事「住吉 明治25年 不詳 印刷 7.5X3.0 l点 住吉堤防世話人は仮事務所

堤防改築寄付金募 にて寄付金募集に着手のこ

集J と

@新聞記事「住吉 明治26年 不詳 印刷 7.5X 12.1 l点 来る4月3日高砂連の砂持予

堤防に芽出たき砂 定のこと

もちJ

@新聞記事「二福 明治26年2月 不詳 印刷 7.5x9.0 l点 松磯子当日は増築中の住吉

神住吉土手に臨 11日 土堤にも三福神来たること

む/住吉増築堤防 /比恵村消防組合他砂持加

の砂持」 勢のこと

@新聞記事(広告) 明治25年11月 住吉堤防仮事務 印刷 7.5x 12.7 l点
「住吉堤防増築寄 26日 fiJT 
付金募集着手広
告J

@新聞記事「住吉 不詳 不詳 印刷 9.3X6.0 1 )点 明27日特別賛成人140人中

土堤築立に就てj より相談役10名選出のこと

@新聞記事「住吉 不詳 不詳 印刷 7.6 x 5.2 l点 一昨日増築起工式挙行のこ

堤防増築着手J と

@新聞記事「住吉 不詳 不詳 印刷 7.6x3.8 l点 相談役選出は明27日のこと

堤防増築委員J

@新聞記事「新名 不詳 不詳 印刷 7.7X3.2 1 )点 大阪より桜130本、筑後よ
所の桜(住吉堤防)J り80本到着のこと
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購入資料 12.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

⑩新聞記事「住吉 明治25年 不詳 印刷 7.6x3.1 l点 発起人諸氏、博多商業会議

堤防新名所の件J 所員に図面・予算書提示の
こと

@住吉桜土堤砂持 明治26年7月9不詳 原稿用紙 各22.2X l通 博多高砂連千数百人が砂持

の事を記す 日 に墨書 29.5 (2枚) と号し、住吉土手へ繰出し

の様子描写 「外国草稿用
紙J使用

@意見書 明治29年 秦喜四郎・半田 墨書・朱 24.0X7.0 l通 発起人・委員は住所なし、
謙次 印 世話人は住所表示のこと

@石碑案第壱号 明治29年 住吉堤防増築事 墨書・朱 40.1 X27.7 l枚 賛成者16名
務所 印

⑭石碑案第弐号 明治29年 住吉堤防増築事 墨書・朱 40.1 x27.7 l枚 賛成者3名
務所 印

⑮石碑案第三号 明治29年 住吉堤防増築事 墨書・朱 40.1 X27.7 l枚 賛成者l名
務所 印

⑮寄付状 不詳 岩崎小二郎 墨書 24.7x 12.5 l通 松木100本寄付のこと

@口上 明治26年 不詳 墨書・朱 31.5X40.7 l通 住吉堤防での砂持にあたり
印 口上文

⑬石橋引渡書 明治26年11月 博多共同魚市場 墨書・朱 25.3x44.3 l通 住吉堤防増築に寄付・架設
3日 組合より住吉堤 印 の魚市橋を、本日渡初の上、

防増築委員あて 引渡のこと

⑩目録 明治26年 高砂連架設委員 墨書・朱 38.7X 120.7 l通 高砂橋渡初めの上、引渡の
井上喜六外6名 印 こと
より住吉堤防増
築発起・世話人

あて

@発起人・相談役 明治29年頃 不詳 墨書・朱 43.3 x 59.7 l点 発起人7名、相談役2名、委
-委員・博多世話 印 員7名、博多世話人14名、
人-住吉世話人氏 住吉世話人2名
名書上げ

2 第三囲内国勧業博 明治23年 黒川高吉(浅草 木版墨摺 34.5x24.8 l枚 20018707 
覧会役員姓名表 区上平右衛門 -彩色

町)発行

3 国を挙げて 昭和15年5月 選挙粛正中央連 色 刷 パ 36.0X51.5 l部 20018708 
25日発行 盟発行 ンフレット
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中村洋一資料

〈資料内訳〉映画ポスター・チラシ・・…・・…ー…・…・・1193件2028点

特集・上映会

番号 特集見出し 掲載映画タイトル・本数 品質・形状

瞭(ああ)活弁大写真 雄呂血外1本 色刷

2 アート・オブ・ベルイマン 処女の泉外3本 色刷

3 RKO(RAD10 KE1TH ORPHEUM)映画 キャット・ビープル外9本 色刷
の全貌

4 悶(Q(貼DIOKEITH ORPHEUM)映画 キング・コング外19本 色刷
の全貌

5 限oPICTURES 浜辺の女外5本 色刷

6 アイル・オードリー ローマの休日外11本 色刷

7 Academy(アカデミー) 波止場外2本 色刷

8 アジア・フィルム・フェスティパ マン・オブ・ザ・ストーリ 色刷
yレ'95 一外7本

9 アジア・フォーカス福岡映画祭 キルソドム外22本 色刷
'91 

10 アジアンシネマウィーク 風の輝く朝に外2本 色刷

11 アジア太平洋秀作映画祭 トゥルンバ祭り外8本 色刷

12 アニメーションフェスティパyレ 僕は家政犬外23本 色刷
TOKYO '88 

13 アフリカンシネマスペシャル 黒い女神外3本 色刷
AFRlCAN CINEMA SPECIAL 

14 アフリカ映画祭 ジョム外24本 色刷

15 アフリカ映画祭 '89 わがアフリカの夢外5本 色刷

16 アメリカン・シネマ・ニュー・ウ 月の出を待って外10本 色刷
ェーブ、 U.SFILM FESTNAL別

TOKYO 

17 American Spirits(アメリカンスピ 俺たちに明日はない外5 色刷
リッツ)60's，70 's 本

18 American Sp'i5r.i7ts0 (アメリカンスピ 俺たちに明日はない外6 色刷
リッツ)60's，70 's 本

19 アメリカ映画クラシック・フェ 椿姫外3本 色刷
ステイパル

20 アラン・タネール特集 どうなってもシャルル外 色刷
5本

21 アルゼンチン映画祭 オフィシャル・ストーリ 色刷
一外4本

22 アルフレッド・ヒッチコック監 スミス夫妻外l本 色刷
督の8IGGEST-2
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用紙サイズ 員数 上映場所等 備品番号

84一つ折り l枚 日劇文化 98P16368 

85 l枚 有楽シネマ 98P16369 

85 l枚 中野武蔵野ホール 98P16370 

84二つ折り i枚 三百人劇場 98P16371 

85 l枚 有楽シネマ 98P16372 

84二つ折り l枚 銀座文化劇場 98P16373 

85 2枚 三越ロイヤJレ・シ 98P16374 
アター

A4 2枚 国際交流フォーラ 98P16375 
ム

29.7x83.2 l枚 大洋劇場外4館 98P16376 
四つ折り

85 l枚 キネカ大森 98P16377 

A4 l枚 シネセゾン渋谷 98P16378 

85 l枚 スタジオ200 98P16379 

85 l枚 スタジオ200 98P16380 

84二つ折り l枚 パルテノン多摩外 98P16381 
l会場上映日程
表l枚挿入

85 l枚 FM東京ホーJレ 98P16382 

84二つ折り l枚 よみうりホール外 98P16383 
2館

85 4枚 シネアート2 98P16384 

84二つ折り l枚 自由が丘武蔵野館 98P16385 

85 l枚 シネシャンテ 98P16386 

85 l枚 アテネ・フランセ 98P16387 

85 l枚 岩波ホール 98P16388 

85 l枚 シネパトス3 98P16389 
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番号 特集見出し 掲載映画タイトル・本数 品質・形状 用紙サイズ 員数 上映場所等 備品番号

23 アルフレッド・ヒッチコックフ 私は告白する外l本 色刷 85 1枚 ニ越ロイヤル・シ 98P16390 
ェア アター

24 アレクサンドル・ソクーロフの 静かなる一頁外2本 白黒印刷 84二つ折り 3枚 シネ・ヴィヴァン 98P16391 
宇宙 六本木

25 アングラ主義宣言VOL.2 今、 野獣を消せ外9本 単色刷 85 l枚 中野武蔵野ホール 98P16392 
iJ!!える日活ニューアクション

26 アンデイ・ウォーホル映画回顧 イート外5本 色刷 85 8枚 7枚福岡市美術館 98P16393I 
展 講堂、 l枚シブヤ

西武シードホール

27 アンドレイ・タルコアスキーの ローラーとバイオリン外 単色刷 85 l枚 てあとる西新 98P16394 
宇宙 5本

28 石原裕次郎きらめき31 太陽の季節外30本 色刷 85 l枚 ニッショーホール 98P16395 

29 石原裕次郎きらめき31 横浜篇 裕次郎の欧州駆けある記 色刷 85 l枚 横浜オスカー 98P16396 
外27本

30 イタリアン・ファンタステイツ キャロルは真夜中に殺さ 色刷 85 l枚 池袋文芸坐2 98P16397 
ク・フィルム・コレクション れる外12本
PART1ランベルト・パーパとそ
の仲間たち

31 イタリア映画祭 '86 マカロニ外11本 色刷 A4 l枚 シネ・ヴィヴァン・ 98P16398 
六本木外4館

32 イタリア映画祭 '88 偽りの晩餐外8本 色刷 A4 l枚 松竹セントラル外
3館

33 イタリア映画祭in東京 ある女の存在証明外11本 色刷 A4 l枚 東急名画座外l館 98P16400 

34 イタリア名作映画スペシャル 道外2本 色刷 85 2枚 三百人劇場 98P16401 

35 市川昆ノ世界 ビルマの竪琴外20本 白黒印刷 85 l枚 テアトル新宿 98P16402 

36 市川雷蔵映画祭貼IZO'94 眠狂四郎円月斬り外31本 色刷 85 l枚 テアトル新宿 98P16403 

37 「犬と女と刑老人J公開記念謝晋 犬と女と刑老人外8本 色刷 84二つ折り 2枚 三百人劇場 98P16404 
監督特集

38 今井正ノ世界 また逢う日まで外19本 白黒印刷 85 l枚 テアトル新宿 98P164051 

39 今井正の世界 また逢う日まで外3本 白黒印刷 85 l枚 少年科学文化会館 98P16406 

40 Image of Modem(イメージオブ イエロー・サブマリン外2色刷 85 l枚 シネアート2 98P16407 
モダン)'60~ '70 本

41 イングマール・べlレイマン監督 第七の封印外2本 色刷 85 l枚 キネカ大森 98P16408 
8EST SELECTION 

42 イングマール・ベルイマン特集 われらの恋に雨が降る外 単色刷 85 l枚 シネマアyレゴ新宿 98P16409 
5本

43 イングリッド・パーグマン カサプランカ外2本 色刷 85 l枚 シネページ本牧 98P1641O 
Ingrid， 8ERGMAN 

44 インターメッツオ・クラシック 三つ数えろ外4本 色刷 85 l枚 銀座文化劇場 98P16411 
ス・シアター

45 インドネシア映画祭 初恋外27本 色刷 84二つ折り l枚 ラフォーレミュー 98P16412 
ジアム原宿外l館
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番号 特集見出し 掲載映画タイトル・本数 品質・形状 用紙サイズ 員数 上映場所等 備品番号

46 インド映画スーパーバザール 傷つける者の叫び外5本 単色刷
第2回インド映画・春

85 l枚 スタジオ200 98P16413 

47 インド映画スーパーバザール 夜の終わり外6本 単色刷 85 l枚 スタジオ200 98P16414 
第2回インド映画・秋

48 ウィーン・シネマ・ウィーク たぞがれの維納(ウィー 色刷 B5 l枚 スタジオ200 98P16415 
ン)外5本

49 ウィル・ピントン・フェステイパ カリフオlレニア・レーズ 色刷 85 l枚 シードホール 98P16416 
Jレ ンH外12本

50 失われた時代の巨匠たち この空は君のもの外5本 色刷 84二つ折り l枚 第七芸術劇場 98P16417 

51 宇宙戦艦ヤマトフェスティパル 宇宙戦艦ヤマト外l本 色刷 85 l枚 梅田東映劇場 98P16418 

52 ウルトラ・カルト・ムービー レポマン外2本 色刷 85 l枚 日立ホール 98P16419 

53 ウルトラマン大会(フェスティパ ウルトラマン恐怖のル 色刷 B5 l枚 仙台東宝2 98P16420 
l吋 一ト87外2本

54 永遠のラブ・ロマンス めぐり逢い外4本 色刷 85 3枚 銀座文化劇場 98P16421 

55 映画に愛をこめて ニュー・シネマ・パラダ 色刷 85 l枚 パルコ調布キネマ 98P16422 
イス外2本

56 映画100年に向けて エイゼン・ グルーモフの日記外8本 色刷 73.6x25.8 l枚 キネカ錦糸町 98P16423 
シュテイン記念国際シンポジウ 四つ折り
ム

57 「映画の都Jと「山形国際ドキュ 映画の都外14本 色刷 84二つ折り l枚 シードホール 98P16424 
メンタリー映画祭 '89Jセレクシ
ョン多面体映画館

58 映画夢街道 ふたりの女外l本 色刷 85 l枚 文芸坐2 98P16425 

59 映像が女性で輝くとき カネボ AKIKO(アキコ)外7本 色刷 85 l枚 東急レツクス第 98P16426 
ウ国際女性映画週間 l回東京国際映画

祭協賛企画

60 映像が女性で輝くとき カネボ アウシュビッツの女囚外 色刷 85 l枚 岩波ホール第2 98P16427 
ウ国際女性映画週間 9本 回東京国際映画祭

協賛企画

61 映像が女性で輝くとき カネボ コーリング・ザ・ショッツ 色刷 B5 l枚 岩波ホール第3 98P16428 
ウ国際女性映画週間 外9本 回東京国際映画祭

協賛企画

62 映像が女性で輝くとき カネボ ミシシッピー・マサラ外9色刷 85 l枚 シネセゾン渋谷 98P16429 
ウ国際女性映画週間 本 第4回東京国際映

爾祭協賛企画

63 映像が女性で輝くとき カネボ 森の中の淑女たち外9本 色刷 85 2枚 シネセゾン渋谷 98P16430 
ウ国際女性映画週間 第5回東京国際映

画祭協賛企画

64 映像が女性で輝くとき カネボ 乱外10本 色刷 85 l枚 シネセゾン渋谷 98P16431 
ウ国際女性映画週間 第6回東京国際映

画祭協賛企画

65 映像で蘇るジャン・コクトーの ジャン・コクトー、知ら 色刷 B5 l枚 シネ・ヴィヴァン 98P16432 
世界 れざる男の自画像外4本 六本木

66 エキプ・ド・シネマ '76アンコー 大地のうた外2本 色刷 85 l枚 岩波ホール 98P16433 
Jレ・ショウ!
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番号 特集見出し 掲載映画タイトル・本数 品質・形状 用紙サイズ 員数 上映場所等 備品番号

67 エキプ・ド・シネマ特別ロードシ 公園からの手紙外l本 色刷 85 l枚 岩波ホーlレ 98P16434 
ョー ガブリエル・ガルシア=マ
ルケス原案・脚本による"愛の
不条理"シリーズより

68 SF.特撮・モンスター，シネマ秘 旋律!プルトニウム人間 色刷 84二つ折り 4枚 3枚シネテリエ天 98P16435 
蔵版大全 外6本 神、 l枚ユーロス

ベース

69 エスクァイア・シネマナイト・ス シャレード外4本 色刷 85 l枚 銀座テアトル西友 98P16436 
ベシャル黄金の名作グラフイ
ティ50's-70's 

70 NTT19劇場 へブン外9本 色刷 A4二つ折り l枚 渋谷東急2 第2回 98P16437 
東京国際映画祭協
賛企画

71 NTTベスト30アラウンド・ザ・ワ Jレ・ボン・プレジィール外 色刷 A4二つ折り l枚 東急名画座第l 98P16438 
ールド 28本 回東京国際映画祭

協賛企画

72 MGM/UAクラシックス 哀愁外3本 色刷 85 l枚 シルバー劇場 98P16439 

73 MGMグレート・フェステイパyレ 雨に唄えば外2本 色刷 85 l枚 福岡東映グランド 98P16440 
PARTl 

74 MGMグレート・フェステイパル 哀愁外2本 色刷 85 3枚 福岡東映グランド 98P16441 
PART2 

75 エリック・ロメール監督特集 クレールの膝外l本 色刷 A4 l枚 福岡日立ホール 98P16442 

76 黄金のシネマテーク 生きるべきか死ぬべきか 色刷 A4 l枚 シネセゾン渋谷 98P16443 
外5本

77 オーストラリア・シネマ・ウィー ピクニック・アット・ハン 色刷 85 l枚 スタジオ200 98P16叫4
ク ギング・ロック外5本

78 オーストラリアン・シネマ・ウィ 少年の瞳外11本 色刷 85 l枚 有楽町朝日ホール 98P16445 
ーク(第2回) シドニースペシ 外2館
ヤlレ

79 オーストラリア映画祭1989 トワイライト・ゾーン外 色刷 85 l枚 青山草月ホール外 98P16446 
14本 l館

80 オードリー・スペシャル ティファニーで朝食を外 色刷 85 5枚 3枚シネアート2外 98P16447 
2本 l館、 2枚銀座文化

劇場

81 オードリー・スペシャル '91 ローマの休日外4本 色刷 85 2枚 福岡大洋シネサロ 98P16448 
ン外l館

82 オードリー・スペシャル'91 おしゃれ泥棒外4本 色刷 85 l枚 銀座文化劇場 98P16449 

83 オードリー・スペシャル'92 おしゃれ泥棒外4本 色刷 85 2枚 自由が正武蔵野館 98P16450 

84 オードリー・フェステイパlレ パリの恋人外2本 色刷 85 l枚 三越ロイヤル・シ 98P16451 
アター外l館

85 オードリー・フェステイパル パリの恋人外2本 色刷 85 l枚 銀座文化2外l館 98P16452 

86 オードリー・へプパーン特集 ローマの休日外6本 色刷 85 l枚 コ越名画劇場 98P16453 
三越名画劇場10周年記念特別企
画

87 岡本喜八コレクション 独立愚連隊西へ外11本 色刷 85 l枚 パルコ劇場 98P16454 

一一
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88 岡本喜八ノ世界 独立愚連隊外19本 白黒印刷 85 l枚 テアトル新宿 98P16455 

89 岡本忠成・川本喜八郎の世界 注文の多いレストラン外 色刷 85 l枚 銀座ヤマハホール 98P16456 
11本

90 小川紳介と小川プロダクション 山に生きる子ら外24本 色刷 84二つ折り 4枚 中央市民センター 98P16457 
ホール

91 おくさまは18歳大全集 第l話~第53話 色刷 85 l枚 ユーロスペース 98P16458 

92 小津安二郎生誕90年フェア 東京物語外35本 色刷 85 l枚 渋谷松竹セントラ 98P16459 
Jレ外l館 第6回東
京国際映画祭協賛
企画

93 小津安二郎の世界 東京物語外15本 単色刷 83四つ折り l枚 西通りキノ 98P16460 

94 オフシアター・シネマ '81 屋根の上のピエロ外22本 色刷 85 l枚 AtoZシアター 98P16461 

95 オフシアターフィルムフェステ 鬼が眠っているよ外本 色刷 84二つ折り l枚 福岡グランド 98P16462 
イノ~}レ

96 想い出のロミー・シュナイダー すぎ去りし日外l本 色刷 85 l枚 銀座文化劇場 98P16463 

97 オランダ・アニメーション・フェ オランダ・アニメーショ 色刷 85 l枚 エスポート・ホー 98P164臼
ア'89 ン・ナウ外3本 Jレ

98 オランダ映画祭 ヨーロピア アベル外12本 色刷 85 l枚 草月ホール外l館 98P16465 
ン・ニューウェイブ

99 女たちの映画祭発足10周年記念 アウシュピッツの女囚外 色刷 85 l枚 岩波ホール 98P16466 
上映会 l本

100 回顧タJレコアスキー 惑星ソラリス外4本 色刷 85 l枚 シアターアプル 98P16467 

101 輝く美女たちの季節 ドラマチ 慕情外2本 色刷 85 2枚 シャンゼリゼ 98P16468 
ック・スクリーン

102 カサヴェテス・コレクション アメリカの影外5本 色刷 25.7X72.6 4枚 上映館名なし 98P16469 
四つ折り

103 加藤泰女と男、情感の美学 車夫遊侠伝・喧嘩辰外22 色刷 B4二つ折り l枚 ユーロスペースl 98P16470 
本

104 カレル・カヒニア集 人魚姫海の妖精外l本 色刷 85 l枚 スタジオ200 98P16471 

105 川本喜八郎の世界 花折り外8本 色刷 85 l枚 テアトル池袋 98P16472 

106 川をめぐる映画会 四万十川外l本 色刷 85 l枚 すみだリバーサイ 98P16473 
ドホール

107 韓国映画安聖基(アンソンギ)作 胎字同外4本 色刷 85 l枚 スタジオ200 98P16474 
品特集

108 韓国映画の全貌 キルソドム外49本 色刷 72.8x25.7 l枚 三百人劇場 98P16475 
四つ折り

109 監督熊井啓 海と毒薬外3本 色刷 85 l枚 キネカ大森 98P16476 

110 キ一トン大全集II パスター- 荒武者キ一トン外26本 色刷 85 l枚 アテネ・フランセ 98P16477 
キ一トンとその仲間たち

111 機動戦士SDガンダムまつり SDガンダム外伝聖機 色刷 85 4枚 2枚ニュー大洋、 298P16478 
兵物語外2本 枚上映館名なし
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112 キューパ・シネマ・ウィーク ルシア外5本 色刷 85 l枚 キネカ大森 98P16479 

113 キューパ映画祭 '89 われらの土地外10本 色刷 84二つ折り l枚 シードホール外l 98P16480 
館

114 キューブ、リック&ポランスキー 現金に体を張れ外l本 色刷 85 l枚 シアターアプル 98P16481 
特集

115 禁断の地識的恋愛諭 寄宿舎ジョルジュ&ア 白黒印刷 85 l枚 自由が丘武蔵野館 98P16482 
レクサンドル外9本

116 欽ちゃんのシネマジャック(第l 探偵ハーレム・ノクター 色刷 85 4枚 ソラリアシネマ 98P16483 
回) ン外4本

117 欽ちゃんのシネマジャック(第2 蛍の光外3本 色刷 85 4枚 ソラリアシネマ3 98P16484 
回)

118 キン・フーシネマフェスティパ 侠女外8本 色刷 85 l枚 サンシャン劇場 98P16485 
Jレ(故金詮電影祭)

119 銀幕の神話 デイートリッヒ特 モロッコ外2本 色刷 85 l枚 銀座文化2 98P16486 
集

120 クイア・フィルム・コレクション ルッキング・フォー・ラン 色刷 85 l枚 シネマ・ヴェリテ 98P16487 
グストン外2本

121 空想科学ムービーランド 禁断の惑星外2本 色刷 A4 l枚 名画座ミラノ 98P16488 

122 クラシックス・シアター スペ ガス燈外2本 単色刷 85 l枚 シネアート2 98P16489 
シャル・セレクション

123 クリスマスフェア クリスマスツリー外2本 色刷 85 l枚 シネマアポロン 98P16490 

124 グレース・ケリー(特集) 裏窓外3本 色刷 85 l枚 自由が丘武蔵野館 98P16491 

125 グレダ・ガルボ映画祭 肉体と悪魔外4本 色刷 85 l枚 スペースパート3 98P16492 

126 クロード・ガニオン フィルム・ Keiko(ケイコ)外l本 色刷 85 l枚 新宿名画座ミラノ 98P16493 
フェスティパル

127 黒津明の世界 姿三四郎外16本 単色刷 72.8x25.7 l枚 西通りキノ 98P16494 
四つ折り

128 黒浮明フェステイパル 赤ひげ外10本 色刷 85 l枚 シャンテシネl 98P16495 

129 ケベツク・シネマ・ウィーク マリオ外5本 色刷 85 l枚 スペースパート3 98P16496 

130 ケベック・シネマ・ウィーク(第2 マリーは街へ行った外5 色刷 85 l枚 東邦生命ホール 98P16497 
回) 本

131 検証勅使河原宏 おとし穴外4本 白黒印刷 84二つ折り l枚 ACT. SEIGEI- 98P16498 
THEATER 

132 現代ポーランド記録映画祭 ある党員の履歴書外l本 色刷 A4 l枚 アテネ・フランセ 98P16499 

133 恋のセレクション銀座文化ク カサプランカ外4本 色刷 85 2枚 銀座文化 98P16500 
ラシックシアター5周年記念

134 コーリャン・シネマ・セレクショ シパジ外2本 色刷 A4 7枚 KBCシネマ北天神 98P16501 
ン

135 ゴールデンシアター 喝采外2本 色刷 85 l枚 銀座文化2 98P16502 

136 ゴールデンシアター 麗しのサブリナ外2本 色刷 85 l枚 銀座文化2 98P16503 
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137 ゴールデンシアター カサプフンカ外4本 色刷 85 l枚 銀座文化2 98P16504 

138 ゴールデンシアター 小さな恋のメロディ外2 色刷 85 i枚 銀座文化2 98P16505 
本

139 ゴールデンシアター テス外2本 色刷 85 l枚 銀座文化2 98P16506 

140 ゴールデンシアター お熱いのがお好き外2本 色刷 85 l枚 銀座文化2 98P16507 

141 ゴールデンシアター マルタの腐外3本 色刷 85 l枚 銀座文化2 98P16508 

142 ゴールデンシアター サンセット大通り外2本 色刷 85 l枚 銀座文化2 98P16509 

143 ゴールデンシアター グランドホテル外2本 色刷 85 l枚 銀座文化2 98P1651O 

144 国際学生映画祭(第2回) ア-ランギッド・アンド・ 色刷 29.6x62.6 l枚 朝日ホール 98P16511 
ラスティ・スカイ外37本 二つ折り

145 国際交流基金アフリカ映画祭 =千年の収穫外9本 色刷 85 l枚 ヤクルトホール外 98P16512 
l館黄色ベース

146 国際交流基金アフリカ映画祭 三千年の収穫外9本 色刷 85 l枚 ヤクルトホール外 98P16513 
l館白色ベース

147 ゴジラ1983 ゴジラ外9本 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P16514 

148 ゴジラ映画大全集 ゴジラ外23本 色刷 85 l枚 有楽町日劇 98P16515 

149 ゴダーJレ・アンコール 男性・女性外3本 単色刷 85 l枚 カトル・ド・シネマ 98P16516 

150 ゴダ-)レの映画史 ゴダ-)レの映画史外l本 色刷 85 3枚 A口.SEIGE[- 98P16517 
THEATER外l館

151 ゴダールの映画史 映画というささやかな商 色刷 85 l枚 福岡市民会館 98P16518 
売の栄華と衰退外4本

152 ゴダールのヴイデオ 映画「パッションjのため 色刷 85 l枚 アテネ・フランセ 98P16519 
のシナリオ外3本 文化センター

153 ゴダ-)レ・マニフェスト 彼女について私が知って 色刷 A4二つ折り l枚 新宿京王名画座外 98P16520 
いる二、三の事柄外l本 2館

154 サイレント女優祭 雀外5本 単色刷 85 l枚 雷5656会館 98P16521 

155 サイレント男優祭 バグダッドの盗賊外7本 単色刷 85 l枚 雷5656会館 98P16522 

156 ザ・グレート・レッドフォード 追憶外3本 色刷 85 2枚 1枚銀座文化、 l枚 98P16523 
THE GREAT REDFORD 自由が正武蔵野館

157 ザ・サスペンス 恐怖の報酬外2本 色刷 85 l枚 シアターアプル 98P16524 

158 サタジット・レイ監督作品「大地 大地のうた外2本 色刷 85 l枚 岩波ホール 98P16525 
のうたJ3部作

159 撮影監督レナート・べJレタ映画 サラマンドJレ外15本 色刷 85 l枚 アテネ・フランセ 98P16526 
祭 文化センター

160 ザッツ・エンターテイメント オズの魔法使外13本 色刷 85 l枚 自由が丘武蔵野館 98P16527 

161 ザ・ビートルズ マジカルミステリー・ツ 色刷 85 l枚 丸の内松竹外2館 98P16528 
アー外l本

162 ザ・ベストワン・クラシックス 赤い河外6本 色刷 85 l枚 銀座文化劇場 98P16529 
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163 ザ・レッド・シューズTheRed グレン・ミラー物語外2本 色刷 B5 3枚 ニ越ロイヤ1レ・シ 98P16530 
Shoes アター

164 サンダンス・フィルム・フェステ マン・イントゥ・ウーマン 色刷 B4二つ折り l枚 銀座テアトル西友 98P16531 
イパル・イン・トーキョー '91 外11本 外2館

165 サンダンス・フィルム・フェステ イン・ザ・スープ外15本 色刷 B4二つ折り 2枚 銀座テアトル西友 98P16532 
イパyレ・イン・トーキョー '93 外2館

166 シアターアプル ミュージカ バンド・ワゴン外7本 色刷 B5 l枚 シアターアプル 98P16533 
Jレ・フェステイパル

167 CBS4大特作スペシヤ1レセレクシ ターゲット外3本 色刷 B5 l枚 新宿東映ホールl 98P16534 
ョン

168 ジーン・ケリー・スペシャル 魅感の巴里外2本 色刷 B5 l枚 シアターアプル 98P16535 

169 J MOVIEW，組S(ジェイ ムービー 月はどっちに出ている外 色刷 B5 l枚 シネマライズ渋谷 98P16536 
ウォーズ) 4本 外l館

170 ジェームズ・ディーン・アニパー エデンの東外l本 単色刷 B5 l枚 岐阜ピカデリー 98P16537 
サリー

171 ジェームス・ディーン・スペシャ エデンの東外2本 色刷 B5 l枚 銀座文化劇場 98P16538 
Jレ

172 ジェーン・カンピオン短編特集 彼女の時間割外2本 色刷 B5 l枚 シネセゾン渋谷 98P16539 

173 ジエラール・フィリップ映画祭 モンパルナスの灯外4本 色刷 B5 l枚 Jレ・シネマ2 98P16540 

174 シネ・ガーデン 裏窓外2本 色刷 B5 l枚 荻窪オデオン 98P16541 

175 シネマ・オーストリア '88 ウィーンの森の物語外4 色刷 B5 l枚 パルコ劇場 98P16542 
本

176 cinema valentine(シネマ・パレンタ マイ・フェア・レディ外13色刷 B5 l枚 銀座文化劇場 98P16543 
イン) 十人の女優からのシネ 本
マ・バレンタイン

177 シネミックス・シアター誕生 終身犯外11本 色刷 B5 l枚 大井武蔵野館l 98P16544 

178 ジャック・ベッケルの世界 穴外2本 色刷 B5 4枚 3枚シネ・ヴィヴァ 98P16545 
ン六本木、 l枚シ
ネテリエ天神白
色ベース

179 ジャック・ベツケJレの世界 穴外2本 色刷 B5 l枚 シネ・グィヴァン 98P16546 
六本木黒色ベー
ス

180 ジャック・リヴェットと美しき セリーヌとジュリーは舟 色刷 B4二つ折り l枚 シアターキノ 98P16547 
女優たち でゆく外2本

181 シャルレクラシック ミュー アメリカ交響楽外9本 色刷 B5 3枚 2枚札幌シネマ5、 98P16548 
ジカルシアター l枚ニュー大洋

182 ジャン・コクトーの世界 双頭の鷲保外3本 色刷 B5 l枚 キノ l 98P16549 

183 ジャン=ピエーlレ・メルヴィル 賭博師ボブ外l本 色刷 B5 4枚 エルノtーク仙台ギ 98P16550 
の世界 ャラリーホール

184 ジャン=リュック・ゴダール 東風外2本 色刷 A4二つ折り l枚 草月会館ホール 98P16551 

185 ジャン=リュック・ゴダール特集 ゴターJレの映画史外l本 色刷 B5 3枚 A口シネマテーク 98P16552 
外l会場
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186 ジャン=リュック・ゴダール特集 ゴダールの映画史 色刷
ゴダールの映画史

B5 l枚 福岡市民会館 98P16553 

187 ジャン・ギャパン メグレ警視 サン・フィアクル殺人事 色刷 B5 l枚 歌舞伎町シネマ2 98P16554 
シリーズ 件外l本 外l館

188 ジャン・コクトー映画祭PART2 詩人の血外9本 色刷 B5 l枚 草月ホール 98P16555 

189 ジャン.}レノワール監督生誕100 大いなる幻影外2本 白黒印刷 B5 4枚 松竹セントラル3 98P16556 
年記念特集

190 シャンタル・アッカーマン映画 街をぶつとばせ外5本 色刷 B5 l枚 アテネ・フランセ 98P16557 
祭 文化ホール外3会

場

191 シャンテ・グランプリ・フェステ 木靴の樹外2本 色刷 B5 l枚 シネシャンテ2 98P16558 
ィヴアlレ

192 上海ロマンのヒロイン“白楊" 春の河、東へ流る外2本 色刷 B4二つ折り l枚 渋谷ユーロスベー 98P16559 
の発見 中国電影的大明星(スタ ス
ア)白楊特集上映

193 10人の女優と 10本の映画 シャレード外9本 色刷 B5 3枚 銀座文化劇場 98P16560 

194 笑殺爆弾100連発 化物屋敷 単色刷 B4二つ折り l枚 スタジオBAZ 98P16561 

195 松竹クラシック・ベスト 10フェ 蒲田行進曲外9本 色刷 B5 l枚 シネマロキシ 98P16562 
ア

196 湘南カンヌ国際映画祭 '90 キャンプ外16本 色刷 A4 l枚 茅ヶ崎市民文化会 98P16563 
館

197 ジョーズ・フェスティパル ジョーズ第l部・第2部 色刷 B5 l枚 シネマロキシ 98P16564 

198 Short Films Collection (ショートフ ARCADlA外11本 色刷 B5 l枚 テアトル新宿 98P16565 
イルム・コレクション)

199 女性No.lキャサリン・へプパーン アフリカの女王外4本 色刷 B5 l枚 銀座文化劇場 98P16566 
の招待状

200 ジョナス・メカス映画祭 ウォルデン外2本 色刷 B5 l枚 スタジオ200 98P16567 

201 ジョン・フォード・フェスティパ わが谷は緑なりき外2本 色刷 B5 l枚 シネマ11 98P16568 
lレ

202 新映像宣言91 陰聖書礼賛外l本 色刷 B5 l枚 シードホール 98P16569 

203 新藤兼人ノ世界 愛妻物語外20本 色刷 B5 l枚 テアトル新宿大 98P16570 
新宿まつり協賛新
宿映画祭

204 新ラテンアメリカ映画祭 '90 モンテイエJレの未亡人外 色刷 B4二つ折り l枚 銀座テアトル西友 98P16571 
13本 外l館

205 新ラテンアメリカ映画祭 '90 キャンプ外16本 色刷 B4二つ折り l枚 茅ヶ崎市民文化会 98P16572 
館外2会場

206 神話になった女優たち 凱旋門外2本 色刷 B5 l枚 銀座文化劇場 98P16573 

207 SWEET MEMORIES(スゥートメモ 心の旅路外3本 色刷 B5 l枚 銀座文化劇場 98P16574 
リーズ)

208 スタージェス祭 レディ・イヴ外2本 色刷 B5 4枚 銀座テアトル西友 98P16575 
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209 素直な君たちが好きだ クレイマー・クレイマー 色刷 85 l枚 二越ロイヤル・シ 98P16576 
外2本 アター

210 スペインシネマ・ウィーク 蜂の巣外2本 色刷 85 l枚 スタジオ200 98P16577 

211 スペイン映画祭 エル・スール南外9本 色刷 A4 l枚 東急名画座 98P16578 

212 スペイン新作映画 蜂の巣外5本 色刷 85 l枚 スタジオ200 98P16579 

213 SPAIN WEEK ANTON10 GADES 別 カルメン外3本 色刷 85 l枚 シネマスクエアと 98P16580 
C別EMA(スペインウィーク ア うきゅう
ントニオ・ガデス・イン・シネマ)

214 スペース&ファンタジー傑作特 アリオン外3本 色刷 85 l枚 新宿アニメッカ 98P16581 
集

215 青春という名のもとに セント・エルモス・ファイ 白黒印刷 85 1枚 自由が丘武蔵野館 98P16582 
アー外4本

216 成龍祭 ジャッキー・チェンの醒 色刷 85 1枚 新宿東映ホーyレl 98P16583 
拳(せいけん)外l本

217 世界秀作映画祭 '89 八月鯨外5本 色刷 A4 l枚 フォーラム 98P16584 

218 世界名画シリーズ特別上映会(第 自由を我等に外2本 色刷 85 l枚 岩波シネサロン 98P16585 
2回) 作家研究ルネ・クレール篇

219 世界をリードする3大巨匠が描 最後の貴族外2本 色刷 85 l枚 シネシャンテl 98P16586 
くそれぞれの20世紀

220 セレクションATGス、ペシャル 絞死刑外9本 色刷 85 l枚 日劇文化 98P16587 

221 全大阪映画サークル協議会結成 置けない日々外2本 単色刷 14.7x21.1 l枚 SABホール 98P16588 
30周年記念特別上映

222 戦後ポーランド映画傑作選l 夏の最後の日外5本 色刷 85 l枚 中野武蔵野ホール 98P16589 

223 SENSITIVE ωIVE(センシティブ 終着駅外2本 色刷 85 2枚 三越ロイヤル・シ 98P16590 
ラブ) アター

224 前進座名作映画劇場 中村翫右 人情紙風船外7本 色刷 84二つ折り l枚 前進座劇場 98P16591 
衛門特輯

225 (仙台)名画座クラシックスフェ 心の旅路外2本 色刷 85 l枚 仙台名画座 98P16592 
ア

226 (仙台)名画座クラシックスフェ オズの魔法使い外3本 色刷 85 l枚 仙台名画座 98P16593 
ア

227 (仙台)名画座クラシックスフェ モロッコ外3本 色刷 85 l枚 仙台名画座 98P16594 
ア

228 (仙台)名爾座クラシックスフェ お熱いのがお好き外3本 色刷 85 l枚 仙台名画座 98P16595 
ア

229 (仙台)名画座クラシックスフェ 華麗なるギャツビー外3 色刷 85 l枚 仙台名画座 98P16596 
ア 本

230 (仙台)名画座クラシックスフェ 黄昏外3本 色刷 85 l枚 仙台名画座 98P16597 
ア

231 (仙台)名画座クラシックスフェ 逢いびき外3本 色刷 85 l枚 仙台名画座 98P16598 
ア

--'--
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232 (仙台)名画座クラシックスフェ 喝采外3本 色刷 85 l枚 仙台名画座 98P16599 
ア

233 (仙台)名画座クラシックスフェ めまい外2本 色刷 85 l枚 仙台名画座 98P16600 
ア

234 (仙台)名画座クラシックスフェ 赤い靴外5本 色刷 85 l枚 仙台名画座 98P16601 
ア

235 (仙台)名画座クラシックスフェ 緑の館外3本 色刷 85 l枚 仙台名画座 98P16602 
ア

236 (仙台)名画座クラシックスフェ シャレード外4本 単色刷 85 l枚 仙台名画座 98P16603 
ア

237 (仙台)名画座クラシックスフェ テス外3本 色刷 85 3枚 仙台名画座 98P16604 
ア

238 (仙台)名画座クラシックスフェ ステイング外6本 単色刷 85 2枚 仙台名画座 98P16605 
ア

239 (仙台)名画座クラシックスフェ ローマの休日外3本 色刷 85 l枚 仙台名画座 98P16606 
ア オードリー・スペシャル

240 戦傑のシネマ・ウィーク!! ブラッド・パイター外3本 色刷 85 l枚 銀座シネパトス 98P16607 

241 ソビエトアニメーションの世界 犬が住んでいました外31色刷 85 l枚 スタジオ200 98P16608 
本

242 ソビエト・アニメーション・フェ あおきぎと鶴外70本 単色刷 A4 l枚 ジャヴ50 98P16609 
スティパル

243 ソビエト映画・新作フェア '86 ワッサ外5本 色刷 84二つ折り l枚 ヤマハホール 98P1661O 

244 ソビエト映画祭1990(第22回) 白い汽船外3本 色刷 85 l枚 よみうりホール 98P16611 

245 ソビエト映画の全貌87 石の花外58本 色刷 84二つ折り l枚 三百人劇場 98P16612 

246 ソビエト映画の全貌91 自由はパラダイス外69本 色刷 25.7X72.8 l枚 二百人劇場 98P16613 
四つ折り

247 ソビエト映画の全貌PART2 ジャズメン外48本 色刷 84二つ折り l枚 コ百人劇場 98P16614 

248 ソビエトSF映画祭 不思議惑星キン・ザ・ザ外 色刷 85 l枚 池袋文芸坐2 98P16615 
5本

249 ソビエト・クラシックス映画祭 白鳥の湖外6本 白黒印刷 85 l枚 自由が正武蔵野館 98P16616 

250 ソビエト・シネマ・フェア(第l回) 母外5本 色刷 85 2枚 シネマロキシ 98P16617 

251 ソビエトシネマフェア '85 戦いの終わりの静かなー 色刷 84二つ折り l枚 ヤマハホール 98P16618 
日外8本

252 ソビエトシネマフェア '88 翌日戦争が始まった外3 色刷 85 l枚 高田馬場東映パラ 98P16619 
本 ス

253 ソビエト・シネマ・フェスティパ 大地外18本 色刷 84二つ折り l枚 草月ホール 98P16620 
Jレ

254 ソビエト女性映画人週間 '91 無気力症シンドローム外 色刷 85 3枚 銀座テアトル西友 98P16621 
7本 外l館

255 ソビエト民族共和国シリーズ ブラハ大公の秘密の旅外 色刷 85 4枚 キネカ錦糸町
2本
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256 ソビエト名作映画祭 アンナ・カレーニナ外7本 色刷 84一つ折り l枚 東急レックス外3 98P16623 
館

257 ソビエト名作映画祭 アンナ・カレーニナ外5本 色刷 85 1枚 テアトロポニー 98P16624 

258 SOPHSTlCATED凶DY(ソフィステ 或る夜の出来事外3本 色刷 85 l枚 自由が正武蔵野館 98P16625 
ィケイデイツド・レディ)

259 大インド映画祭1988 ゴアの恋歌外24本 色刷 A3二つ折り l枚 有楽町朝日ホール 98P16626 
外l館

260 大インド映画祭1988 放浪者外7本 色刷 A3二つ折り l枚 福岡日立ホール 98P16627 

261 タイ映画祭 ホテルの天使外15本 色刷 85 l枚 国際交流基金アセ 98P16628 
アン文化センター

262 大魔人フェステイパル 大魔神外2本 色刷 85 4枚 てあとる西新 98P16629 

263 台湾映画祭 老兵の春外6本 色刷 25.7x72.6 l枚 新宿東映ホールl 98P16630 
三つ折り

264 台湾ニューシネマ 老兵の春外4本 色刷 85 l枚 スタジオ200 98P16631 

265 高峰三枝子フェア 純情二重奏外5本 色刷 85 4枚 中洲大洋シネサロ 98P16632 
ン

266 T必ARA(タカラ)ファンタステイ 2つの頭脳を持つ男外16 色刷 85 l枚 渋谷パンテオン 98P16633 
ック映画祭 本 第l回東京国際映

画祭

267 TAI仏RA(タカラ)ファンタスティ 2つの頭脳を持つ男外16 色刷 84二つ折り l枚 渋谷パンテオン 98P16634 
ック映画祭 本 第l回東京国際映

画祭

268 タゴール原作サタジット・レイ 詩聖タゴーJレ外3本 色刷 85 l枚 スタジオ200 98P16635 
監督作品集

269 ダニエル・シュミット映画祭 今宵かぎり~j:...外4本 色刷 85 l枚 アテネ・フランセ 98P16636 

270 タlレコアスキー・ファイル サクリファイス外l本 色刷 A4 3枚 三百人劇場 98P16637! 

271 チェコ・アニメ映画祭 '92 けちん坊パJレカ外21本 色刷 85 l枚 吉祥寺パウスシア 98P16638I 
ター

272 チェコスロパキア・アニメ映画 手外19本 色刷 25.5x50.0 l枚 エルパーク仙台ギ 98P16639 
祭 '90 三つ折り ャラリーホール

273 チェコスロパキア・アニメ映画 変身外15本 色刷 25.6x50.3 l枚 吉祥寺パワスシア
祭 '91 二つ折り ター

274 チネマ・イタリアーノ 家族の肖像外5本 色刷 85 l枚 銀座文化劇場 98P16641 

275 中国映画祭(第3回) 将軍外3本 色刷 84二つ折り 1枚 新宿東映ホール 98P16642I 

276 中国映画祭(第4回) 舞台の姉妹外5本 色刷 84二つ折り l枚 テアトル銀座 98P16643 

277 中国映画祭(第6回) 三国志外伝外5本 色刷 85 l枚 新宿東映ホール 98PI6644 

278 中国映画祭86 青春祭外7本 色刷 85 l枚 文芸坐 98P16645 

279 中国映画祭87 大閲兵外7本 色刷 85 l枚 文芸坐 98P16646 

280 中国映画祭88 追跡者外5本 色刷 85 l枚 文芸坐 98P16647 

281 中国映画祭89 輸廻外5本 色刷 85 l枚 文芸坐 98P16648 
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282 中国映画祭90 標識のない河の流れ外5 色刷 B5 2枚 文芸坐 98P16649 
本

283 中国映画祭91 おはよう北京外5本 色刷 B5 2枚 ル・シネマ2 98P16650 

284 中国映画祭92 心の香り外4本 色刷 B5 4枚 テアトル新宿 98P16651 

285 中国映画祭93 香魂女外5本 色刷 B5 2枚 テアト Jレ新宿 98P16652 

286 中国映画祭94 息子の告発外4本 色刷 B5 l枚 テアトル新宿 98P16653 

287 中国映画新作フェスティパル 北京の思い出外5本 色刷 B5 l枚 文芸坐 98P16654 
( '83) 

288 中国映画新作フェスティパル 紅い服の少女外5本 色刷 B5 l枚 文芸坐 98P16655 
( '85) 

289 中国映画の全貌 黒い雪の年外59本 色刷 54.5x25.8 l枚 三百人劇場赤色 98P16656 
三つ折り ベース

290 中国映画の全貌 五人少女天国行外59本 色刷 73.0X25.8 l枚 三百人劇場紺色 98P16657 
四つ折り ベース

291 中国美術電影動画(アニメーショ 鯉がダムを越える外27本 色刷 B5 l枚 スタジオ200 98P16658 
ン)回顧展

292 チョウ・ユンファ・シネマ・フェ ゴールデン・ガイ外2本 色刷 B5 l枚 新宿シネパトス 98P16659 
スティパル周潤号菱電影祭

293 朝鮮映画祭 '91 怪傑、洪吉童外6本 色刷 B4二つ折り l枚 シードホール 98P16660 

294 デイア・オードリー ローマの休日外3本 色刷 B5 2枚 銀座文化外1館 98P16661 

295 Oisney Classics(テ、イズニー・クラ うっかり博士の大発明フ 色刷 B5 l枚 新宿東映ホールl 98P16662 
シックス) ラヴァ外2本

296 Oisney Classics(テ、イズニー・ク 白雪姫外l本 色刷 B5 l枚 ニュー大洋2 98P16663 
ラシックス)

297 Oisney Classics(テ、イズニー・ク 眠れる森の美女外2本 色刷 B5 6枚 東映グランド 98P16664 
ラシックス)

298 Oisney Classics(ディズニー・ク メリー・ポピンズ外9本 色刷 B5 l枚 大井武蔵野館l 98P16665 
ラシックス)

299 Oisney Classics(ディズニー・ク 101匹わんちゃん外l本 色刷 B5 l枚 シネマ5 98P16666 
ラシックス)

300 Oisney Classics(テ、イズニー・ク わんわん物語外l本 色刷 B5 l枚 ニュー大洋 98P16667 
ラシックス)

301 ディズニー50年スペシャル ふしぎの国のアリス外2 色刷 17.4XI8.8 l枚 ニューos劇場外3 98P16668 
本 館

302 ディズニー・サマー '87 シンデレラ外l本 色刷 B5 4枚 上映館名なし裏 98P16669 
面紺色

303 ディズニー・ファンタステイツ シンデレラ外l本 色刷 B5 3枚 上映館名なし裏 98P16670 
ク-ワーlレド 面青緑色

304 ディズニー名作オンパレード クマのプーさん外l本 色刷 B5 l枚 南街文化 98P16671 

305 TIFFANY'S(ティファニーズ) ピクニック外2本 色刷 B5 l枚 三越ロイヤル・シ 98P16672 
アター
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306 DAVID CRONEN8ERG NAKED ザ・ブルード怒りのメタ 白黒印刷 85 1枚 自由が正武蔵野館 98P16673 
D別NER(デヴィッド・クローネン ファー外3本
パーグ・ネイキッド・ディナー)

307 デヴイツド・リーン・スペシャル 旅情外2本 色刷 85 6枚 銀座文化劇場 98P16674 

308 DAVID LYNCH TRlPLE NIGHTMARE ブルーベルベット無修正 色刷 85 l枚 シアターキノ 98P16675 
(デヴイツド・リンチ・トリプル・ 版外l本
ナイトメア)

309 勅使河原宏異端の映像宇宙 砂の女外3本 色刷 85 2枚 西通りキノ 98P16676 

310 手塚員プライヴェート・シアタ P阻 LUDE外9本 色刷 85 l枚 ユーロスペース 98P16677 

一

311 デニス・ホッパー出演作特集 パリス・トラウト外2本 色刷 85 l枚 テアトル梅田2 98PI6678 
デニス・ホッパーに酔う
HOPPER 8EST SELECTION 

312 寺山修司シネマ・メモワーlレ 書を捨てよ町へ出ょう外 色刷 85 l枚 スペースパート3 98PI6679 
21本

313 デレク・ジャーマン フィルム エンジエリック・カンヴ 色刷 85 l枚 渋谷パルコ劇場外 98PI6680 
コレクション ァセーション外8本 l館

314 デレク・ジャーマン レトロス セパスチャン外17本 色刷 85 l枚 スペースパート3 98PI6681 
ペクティヴ

315 伝説のパーグマン ムンクブローの伯爵外5 色刷 85 l枚 パルコ劇場第3回 98PI6682 
本 東京国際映画祭協

賛企画

316 伝説のパーグマン ムンクブローの伯爵外7 色刷 85 5枚 シネテリエ天神 98PI6683 
本

317 回荘荘・中国のシュ-)レ・レアリ 盗馬賊外4本 色刷 84二つ折り l枚 ユーロスペース 98PI6684 
スト

318 ドイツ映画祭(第l回) 空のない星外10本 色刷 85 l枚 梅田ロキシー 98PI6685 

319 ドイツ民主共和国映画祭 殺人者はわれわれの中に 単色刷 A4 l枚 SABホール 98PI6686 
外13本

320 東欧映画祭 '90 天国のバイオリン外12本 色刷 85 l枚 草月ホール 98PI6687 

321 東欧ファンタスティック映画祭 カルパテ城の謎外8本 色刷 85 l枚 テアトル新宿外l 98PI6688 
'88 館

322 東京国際映画祭(第3回) 風と共に去りぬ外4本 色刷 85 l枚 オーチヤードホー 98PI6689 
ル外8館

323 東京国際映画祭(第4回) ハムーン愛の破局外37色刷 84二つ折り l枚 オーチヤードホー 98P16690 
本 ル外4館

324 東京国際映画祭(第4回) ハムーン愛の破局外79色刷 29.6x83.3 2枚 シアターコクーン 98PI6691 
本 四つ折り 外6会場

325 東京国際映画祭(第5回) 1 P5外115本 単色刷 A3二つ折り 4枚 シアターコクーン 98PI6692 
外6会場

326 東京国際ファンタスティック映 ポルターガイスト2外18 色刷 85 l枚 渋谷パンテオン 98PI6693 
画祭 '86 本 東京国際映画祭協

賛企画
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327 東尽国際ファンタスァイツク映 イーストウィックの魔女 色刷 A4 l枚 渋谷東急外2館東 98PI6694 
画祭 '87 たち外30本 京国際映画祭協賛

企画

328 東京国際ファンタスティック映 ビート lレ・ジュース外18 色刷 A4 3枚 渋谷パンテオン外 98PI6695 
画祭 '88(サントリー) 本 l館東京国際映

画祭協賛企画

329 東京国際ファンタスティック映 ピースト・オブ・ウォー外 色刷 A4 l枚 渋谷パンテオン外 98PI6696 
画祭 '89(ジャックスカード) 13本 1館東京国際映画

祭協賛企画

330 東京国際ファンタスティック映 サルート・オブ・ザ・ジャ 色刷 A3二つ折り l枚 渋谷パンテオン外 98PI6697 
画祭 '89(ジャックスカード) ガー外30本 l館東京国際映画

祭協賛企画

331 東京国際ファンタスティック映 デイック・トレーシー外 色刷 A3二つ折り 4枚 渋谷パンテオン 98PI6698 
画祭 '90(ジャックスカード) 28本 東京国際映画祭協

賛企画

332 東京国際ファンタスティック映 マスターズ・オブ・ホラー 色刷 A4 3枚 渋谷パンテオン 98PI6699 
画祭 '90(ジャックスカード) 外13本 東京国際映画祭協

賛企画

333 東京国際ファンタスティック映 紅い婚礼外29本 色刷 A3二つ折り 4枚 渋谷パンテオン 98PI6700 
画祭 '91(ジャックスカード) 東京国際映画祭協

賛企画

334 東京国際ファンタスティック映 ひき逃げファミリー外29色刷 A3二つ折り 2枚 渋谷パンテオン 98PI6701 
画祭 '92(ジャックスカード) 本 東京国際映画祭協

賛企画

335 東京国際ファンタスティック映 暴走特急外30本 色刷 A3二つ折り l枚 渋谷パンテオン 98PI6702 
画祭 '95(ジャックスカード) 東京国際映画祭協

賛企画

336 東京デニス・ホッパーフェステ イージー・ライダー外9本 色刷 B5 l枚 パルコ劇場 98PI6703 
イパJレ(第l回)

337 東西ドイツ名作傑作選 フィツカラルド外6本 単色刷 B5 l枚 新宿東映ホール1. 98PI6704 
2 

338 東南アジア映画祭 マニラ光る爪外20本 色刷 25.8X54.6 l枚 Bunkamuraシアタ 98PI6705 
三つ折り ーコクーン外4館

339 東宝シネ・ルネッサンス '86 キッド外21本 色刷 B4 l枚 ヒビヤみゆき座 98PI6706 

340 東宝名作シリーズ第5弾 日劇・ 用心棒外8本 色刷 B5 i枚 有楽町日劇 98PI6707 
東宝映画傑作選

341 ドキュメント東陽一1969~1992 やさしい日本人外6本 色刷 B5 2枚 キネカ大森 98PI6708 

342 特集狂った太陽の季節目活 太陽の季節外15本 色刷 21.0x59.6 l枚 川崎市市民ミュー 98PI6709 
ルネサンス 二つ折り ジアム

343 特集西部劇スペシャル 赤い河外2本 色刷 B5 l枚 シアターアプル 98PI6710 

344 特集アルフレッド・ヒッチコック 見知らぬ乗客外12本 色刷 B5 l枚 シネマベティ 98PI6711 

345 特集"ダンスに捧ぐ" ブ、ツク・オブ・デイズ外5 色刷 B5 3枚 ユーロスペース 98PI6712 
本

346 ドヌーブ讃歌 ロシュフォールの恋人た 色刷 B5 l枚 銀座文化劇場 98P16713 
ち外l本
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347 寅さんまつり 男はつらいよ外11本 色刷 85 l枚 札幌シネマロキシ 98P16714 
一

348 トルコ新作映画特集 デJレマン外3本 単色刷 85 l枚 スタジオ200 98P16715 

349 ナイト・ウィズ・アンデイ・ウォ ソングス・フォー・ドゥレ 色刷 85 5枚 98P16716 
ーホル ラ外l本

350 懐かしの名画スペシャル 逢いびき外4本 色刷 85 l枚 銀座文化2 98P16717 

351 ナンニ・モレッティ スペシャ 僕のビアンカ外2本 色刷 85 2枚 シードホール薄 98P16718 
Jレ 茶色ベース

352 ナンニ・モレツティ・スペシャル 僕のビアンカ外2本 色刷 85 4枚 吉祥寺パウスシア 98P16719 
ター 白色ベース

353 ニーノ・ロータに捧ぐ。 魂のジュリエッタ外6本 色刷 85 l枚 パルコ劇場 98P16720 

354 西ドイツ新作映画祭('79) 跳躍の孤独と悦惚外8本 単色刷 85 l枚 朝日生命ホール 98P16721 

355 日劇・東宝映画傑作選 用心棒外7本 色刷 85 l枚 有楽町日劇 98P16722 

356 日劇ビパ!チャップリン祭り モダン・タイムス外5本 色刷 85 l枚 有楽町日劇 98P16723 

357 日本の五大女優が選ぶ私の好き ライアンの娘外4本 色刷 85 l枚 銀座文化 98P16724 
なハリウッド映画

358 日本映蘭娯楽大作祭(第l回) 喜びも悲しみも幾歳月外 色刷 84二つ折り l枚 丸の内東映 98P16725 
9本

359 日本映画名作祭(第2回) 喜びも悲しみも幾歳月外 色刷 84二つ折り l枚 丸の内東映 98P16726 
9本

360 8er伊1anSpecial (パーグマンスペ ストロンボリ 神の土地 色刷 85 4枚 上映館名なし 98P16727 
シャJレ) 外2本

361 ハードボイルド・ロマン チャイナタウン外2本 色刷 85 l枚 銀座文化外l館 98P16728 

362 パウ・フェステイパル 鬼火外14本 色刷 85 l枚 二百人劇場 98P16729 

363 80年代のドイツ映画 アウフデアマウアー氏の 白黒印刷 85 l枚 アテネ・フランセ 98P16730 
30年外9本 外l会場

364 8mmフィルム具がいっぱL、! ここにもコーモリ外2本 色刷 85 l枚 文芸坐Jレ・ピリエ 98P16731 

365 パトリシア・モラ監督特集 インディアンはまだ遠く 色刷 85 l枚 アテネ・フランセ 98P16732 
にいる外l本

366 原一雄監督作品特集 極私的エロス・恋歌1974 色刷 85 l枚 イメージフォーラ 98P16733 
外l本 ム

367 パラジャーノフ祭 ぎくろの色外2本 色刷 85 l枚 シネ・ヴィヴアン 98P16734 
六本木外l館

368 パラジャーノフ祭 ざくろの色外2本 色刷 29.6x62.5 6枚 シネアート 98P16735 
コつ折り

369 パラマウント・クラシックス 喝采外2本 色刷 85 l枚 三越名画劇場 98P16736 

370 ハリウッド黄金時代の美女たち さよならをもう一度外5 色刷 85 l枚 銀座文化劇場 98P16737 
PARTl 本

371 ハリウッド黄金時代の美女たち ニノチカ外5本 色刷 85 l枚 銀座文化劇場 98P16738 
PART2 
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372 ハリウッド大通り。 1942一 '56 ガス燈外3本 色刷 85 l枚 オデヲン座 98P16739 

373 ハリウッド・クラシックスVol.1 ガス燈外3本 単色刷 85 l枚 パウスシアター外 98P16740 
l館

374 ハリウッド・クラシックスVol.II キー・ラーゴ外3本 単色刷 85 l枚 パウスシアター外 98P16741 
「ボギーJ l館

375 ハリウッド・クラシックスVol.III 暴力教室外3本 単色刷 85 l枚 パウスシアター外
l館

376 ハリウッド傑作選 カサプランカ外3本 色刷 85 l枚 銀座文化劇場 98P16743 

377 ハリウッド女優P剖 l 泥棒成金外2本 色刷 85 l枚 銀座文化2 98P16744 

378 ハリウッド大女優フェスティパ 荒馬と女外2本 色刷 85 l枚 新宿東映ホールl 98P16745 
yレ

379 ハリウッド100年回顧上映 ジャイアンツ外14本 色刷 85 l枚 有楽町スバル座 98P16746 
第2回東京国際映
画祭協賛企画

380 ハリウッド・ミュージカlレ・コレ 魅感の巴里外4本 色刷 85 l枚 銀座文化劇場 98P16747 
クション

381 ハリウッドロマン・フェスティ 歴史は夜作られる外l本 色刷 85 l枚 新宿ロマン外l館 98P16748 
)1.)レ

382 パリの横顔 フランス映画フェ 勝手にしゃがれ外33本 色刷 A3二つ折り 2枚 lレ・シネマ 98P16749 
スティヴァル

383 パリ名画ウィーク パリの恋人外4本 色刷 85 l枚 銀座文化 98P16750 

384 ハンガリーシネマフェスティ 日記外4本 色刷 85 l枚 歌舞伎町シネマ2 98P16751 
パlレ(第l回) 外l館

385 ハンガリー映画祭 ノ、ンガリア狂詩曲外5本 色刷 85 l枚 アテネ・フランセ 98P16752 

386 阪妻映画祭 無法松の一生外7本 単色刷 85 l枚 日劇文化 98P16753 

387 ビートルズ来日20周年記念イベ ビートルズ、がやって来る 色刷 85 I枚 オデヲン座 98P16754 
ント ヤア!ヤア!ヤア!外l本

388 ヴィスコンティ・コレクション ペニスに死す外4本 色刷 85 l枚 銀座文化外l館 98P16755 

389 ヴィスコンティの世界 ペニスに死す外l本 色刷 85 4枚 3枚シネマ・ヴ、エリ 98P16756 
テ、 l枚ACT.
SE日IGE日I-THEATER

390 ヴィスコンティの美学 ルートヴィヒ外2本 色刷 85 l枚 銀座文化劇場 98P16757 

391 ヒッチコック劇場 レベッカ外4本 色刷 85 6枚 l枚銀座文化劇場、 98P16758 
5枚上映館名なし

392 ヒッチコック・フェア 北北西に進路を取れ外4 色刷 85 l枚 三越ロイヤル・シ 98P16759 
本 アター

393 ヒッチコック・フェスティパル 裏窓外2本 色刷 85 l枚 みゆき座外l豊富 98P16760 

394 ヒッチコック・フェスティパル ロープ外l本 色刷 85 l枚 上映館名抹消 98P16761 

395 ヒッチコック・ラスト・フェステ 引き裂かれたカーテン外 色刷 85 l枚 歌舞伎町シネマ2 98P16762 
ィJf.)レ 2本
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396 ヒッチコックを観る 北北西に進路を取れ外5 色刷 85 l枚 銀座ァアト Jレ西友 98P16763 
本

397 人それぞれの〈夏〉 避暑地の出来事外3本 色刷 85 l枚 銀座文化 98P16764 

398 美の波紋 J・アイヴォリィの世 青い夜明け外4本 色刷 85 l枚 俳優座シネマテン 98P16765 
界とヒュー・プラントの魅力

399 ビパ!スペインスペイン新作映 アンダルシアの恋物語外 色刷 8枚 俳優座シネマテン 98P16766 
画連続上映 l本

400 ビパ、ブ、ニュエル! メキシコ回 グラン・カジノ外4本 色刷 B4二つ折り l枚 yレ・シネマ2 98P16767 
顧録

401 ビパ・ハリウッド・ミュージカル オズの魔法使い外4本 色刷 85 l枚 キネカ大森 98P16768 

402 ViVa!Jレイ・マル!!'93 死刑台のエレベーター外 単色刷 85 l枚 シネマアルゴ新宿 98P16769 
7本

403 ビリー・ワイルダー監督特集 サンセット大通り外2本 色刷 85 l枚 シアターアプル 98P16770 

404 ピンク・パンサーフェスティパ ピンクの豹外5本 色刷 85 l枚 スバル座 98P16771 
lレ

405 ファンタゾーン1990 エイリアン・コップ外6本 色刷 85 l枚 シネマミラノ 98P16772 

406 フイエスタ・エリセ「マルメロの ミツバチのささやき外3 色刷 85 l枚 シャンテシネ2 98P16773 
陽光J公開記念祭 本

407 フィガロ・ストーリー ライブラリー・ラヴ外2本 色刷 84二つ折り 5枚 l枚東京シネドー
ム、 4枚シネテリ
エ天神

408 フィルム・ノワール映画祭 ベラクルスの男外13本 色刷 A4 l枚 シードホール 98P16775I 

409 フィルム・ノワール映画祭(第2 ギャング外10本 色刷 85 l枚 草月ホール 98P16776 
回)

410 フェデリコ・フェリーニ映画祭 青春群像外16本 色刷 A4 l枚 パルコ劇場外l館 98P16777 
第2回東京国際映
画祭協賛企画

411 フェリーニの宇宙 魂のジュリエッタ外2本 色刷 A4 l枚 パルコ劇場 98P16778 

412 笛吹童子大会 どくろの旗外2本 色刷 85 l枚 サンケイホール 98P16779 

413 福岡アジア映画祭 '87 女街外10本 色刷 85 l枚 明治生命ホール 98PI6780 

414 福岡アジア映画祭(第5回) 71<・風・塵外29本 色刷 84二つ折り l枚 明治生命ホール 98PI6781 

415 福岡アジア映画祭(第9回) 秋風に酔う外17本 色刷 84二つ折り 2枚 明治生命ホール 98PI6782 

416 福岡アジア映画祭 '88 敦埠外10本 色刷 85 l枚 明治生命ホール外 98PI6783 
l会場

417 福岡アジア映画祭 '89 舞姫外14本 色刷 A4 l枚 イムズホール 98P16784 

418 福岡フランス・シネマ・フェステ 女の復讐外7本 色刷 A4 4枚 都久志会館外2会 98P16785 
イパJレ(第l回) 場

419 ふたつのラブ・ストーリー 妹の恋人外l本 色刷 85 4枚 ニュー大洋 98P16786 

420 ブニュエル大図鑑 グラン・カジノ外12本 色刷 84二つ折り 2枚 三百人劇場 98P16787 
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421 ブニュエ1レ代表作連続ロードシ ブルジョワジーの秘やか 色刷 85 l枚 有楽シネマ 98P16788 
ヨ』ー な愉しみ外2本

422 FRAU CINE MAGIC(フラウ・シネ・ 華麗なるギャツビー外5 色刷 85 l枚 銀座文化劇場 98P16789 
マジック) 本

423 ブラジJレ映画スペシャルセレク ブラック・タイ外4本 色刷 85 l枚 シードホール 98P16790 
ション

424 ブラジル映画祭 危険な旅外10本 色刷 A4 12枚 日立ホール 98P16791 

425 フランク・シナトラ華麗なるエ 上流社会外4本 白黒印刷 85 l枚 自由が丘武蔵野館 98P16792 
ンターティナ一 真夏の夜のシ
ネマ・ディナーショー

426 フランシス・コッポラフェア 地撤の黙示録外2本 色刷 85 l枚 三越名画劇場 98P16793 

427 フランス・シネマ・フェスティパ シベールの日曜日外27本 色刷 85 l枚 日劇プラザ 98P16794 
yレ

428 フランスシネマフェア 警部外5本 色刷 A3二つ折り 10枚 福岡グランド 98P16795 

429 フランス革命200年記念映画祭 ヴ、アレンヌの夜外18本 色刷 84二つ折り l枚 アテネフランセ文 98P16796 
化センター

430 フランス新作映画祭 パリところどころ外10本 色刷 A3二つ折り l枚 シネ・ヴィヴァン 98P16797 
六本木外3館

431 フランス名作映画フェアー 美女と野獣外3本 色刷 85 5枚 上映館名なし 98P16798 

432 フランソワ・トリュフォー没後 アデlレの恋の物語外l本 色刷 84二つ折り l枚 98P16799 
10年追悼上映

433 フリクショナlレ・ムービー・フェ 風の輝く朝に外13本 色刷 84二つ折り l枚 シードホール 98P16800 
ス(第2回) 外国映画に見るニツ
ポン

434 プリジット・パルドー映画祭 この神聖なお転婆娘外6 色刷 85 l枚 シネマライズ渋谷 98P16801 
本

435 ブリジット・パルドー特集 この神聖なお転婆娘外3 色刷 85 2枚 ユーロスペース 98P16802 
本

436 フリッツ・ラング特集 サスペ 外套と短剣外3本 色刷 85 l枚 三百人劇場 98P16803 
ンス映画の神髄

437 フレッド・アステア&ジンジャ トップハット外2本 色刷 85 6枚 上映館名なし 98P16804 
一・ロージャススペシャル

438 フレデリック・パックの世界 大いなる河の流れ外5本 色刷 85 2枚 テアトル新宿 98P16805 

439 ベスト・オブ60's ブリテイツ ナック外2本 色刷 85 9枚 8枚阻Cシネマ北 98P16806 
シュ・フィルムズ 天神、 l枚シネ・ヴ

イヴァン・六本木

440 ペドロ・アルモドパyレ映画祭 欲望の法則外3本 白黒印刷 85 l枚 中野武蔵野ホール 98P16807 

441 へミングウェイ映画祭 陽はまた昇る外3本 色刷 85 l枚 銀座文化 98P16808 

442 ヴェラ・ヒティロヴァ映画祭 リンゴゲーム外3本 色刷 85 4枚 吉祥寺パウスシア 98P16809 
ター

443 ヴェラ・ヒティロヴァ・フィ yレ ひなぎく外3本 色刷 84二つ折り l枚 吉祥寺パウスシア 98P1681O 
ム・コレクション ター
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444 ヴェルナーヘルツオーク特集 生の証明外7本 単色刷 B5 l枚 法政大学学生会館 98P16811 
大ホール

445 ベルイマンの世界 ファニーとアレクサンド 色刷 B5 l枚 岩波ホール 98P16812 
lレ外l本

446 侯孝賢(ホウ・シャオ・シェン)映 ステキな彼女外13本 色刷 B5 l枚 スペースパート3 98P16813 
画祭

447 豊穣な記憶パレスチナ・イン ガリレアの婚礼外3本 色刷 B4二つ折り 1枚 アテネ・フランセ 98P16814 
ティファーダ世代の音と映像 文化センター外5

会場

448 ポーランド派自主公開作品特集 結品の構造外l本 白黒印刷 B5 l枚 大阪科学技術セン 98P16815 
タ一大ホール

449 ポーランド文化センター設立記 オリンピアダ40外l本 色刷 B4 l枚 全電通労働会館 98P16816 
念ポーランド映画フェスティパ
yレ

450 ポーランド名作映画祭 夜行列車外4本 色刷 B4二つ折り l枚 新宿東映ホール 98P16817 

451 ボギーズ・シアター 麗しのサブリナ外9本 色刷 B5 l枚 歌舞伎町トーア2 98P16818 
外l館

452 ボギーズシアター 裸足の伯爵夫人外l本 色刷 B5 l枚 三越名画劇場 98P16819 

453 ボギーズ・スペシャル カサプランカ外3本 色刷 B5 l枚 自由が丘武蔵野館 98P16820 

454 ボギーズ・エイジ カサプランカ外4本 色刷 B5 l枚 銀座文化 98P16821 

455 ボギーと3人の巨匠たち ハイ・シェラ外2本 色刷 B5 l枚 三百人劇場 98P16822 

456 北欧映画祭 ヒップ・ヒップ・フラー! 色刷 B5 l枚 シードホール外3 98P16823 
外7本 館

457 北欧映画祭 冬生まれの子ら外7本 色刷 B5 l枚 文芸坐 98P16824 

458 ぼくたちの伯父さん ジャツ ぼくの伯父さん外4本 色刷 B5 l枚 シネ・ヴィヴァン・ 98P16825 
ク・タチの世界 六本木

459 ホラー・シアター エルグァイラ外3本 色刷 B5 l枚 なんば千日会館 98P16826 

460 ボリス・パルネット祭 諜報員外2本 色刷 B5 l枚 テアトル梅田 98P16827 

461 香港エンターテイメント映画祭 上海エクスプレス外10本 色刷 B5 l枚 新宿文化シネマ2 98P16828 
'88 

462 香港エンターテイメント映画祭 レディー・スクワット 色刷 B5 l枚 渋谷東急3外l館 98P16829 
'91 

463 香港電影博 ソウル外18本 色刷 B5 l枚 パルコ劇場 98P16830 

464 香港電影博(第2回) 娘外8本 色刷 B5 l枚 スペースパート3 98P16831 
外l館

465 マイ・ベスト5 カサプランカ外4本 色刷 B5 l枚 銀座文化劇場 98P16832 

466 マイケル・ホイ 電影スベシャ ホンコン・フライド・ムー 色刷 B5 l枚 シードホール 98P16833 
Jレ ピー外2本

467 マカヴェイエフ・フィルム・コレ マニフェスト外7本 色刷 B4二つ折り 2枚 シネセゾン渋谷 98P16834 
クション
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468 マカグェイエフ・フィルム・コレ ゴリラは真昼、入浴す外 色刷 84二つ折り l枚 ユーロスペース・l98P16835 
クションVol.2 8本

469 マジカル・ビュー! 車輸の歴史外13本 色刷 A4 3枚 イメージフォーラ 98P16836 
ム

470 マジック・ランタン・サイクル スコピオ・ライジング外8色刷 A4 3枚 ボックス東中野 98P16837 
本

471 マジック・ランタン・サイクル 花火外9本 色刷 85 l枚 イメージフォーラ 98P16838 
ケネス・アンガー作品集 ム

472 魔術劇場atレトロ ステッベンウ1レフ外2本 色刷 85 l枚 パルコ劇場外l館 98P16839 

473 マリ・クレール・クラシックス・ グレンミラー物語外6本 色刷 85 3枚 銀座文化 98P16840 
シアター

474 マリ・クレール・クラシックス・ 麗しのサブリナ外6本 色刷 85 l枚 銀座文化劇場 98P16841 
シアターPartII

475 マリ・クレール・クラシックシア われらの恋に雨が降る外 色刷 85 l枚 銀座文化 98P16842 
ターPART3 特集『イングマー 4本
Jレ・ベルイマンJ

476 マリリン・モンローの世界 マリリン・モンローの世 色刷 85 l枚 銀座東急外2館 98P16843 
界外5本

477 マルクス・ブラザーズ・フェステ マルクス一番乗り外5本 色刷 85 l枚 新宿東映ホールl 98P16844 
イノ"<)レ

478 マレイシア映画週間 アリパパ外8本 色刷 85 l枚 国際交流基金アセ 98P16845 
アン文化センター

479 ミステリー映画スペシャル マルタの鷹外2本 85 l枚 シアターアプル 98P16846 
図柄イラスト

480 ミステリー映画スペシャル マJレタの鷹外2本 色刷 85 l枚 三百人劇場図柄 98P16847 
写真

481 ミステリー・クラシックス A. 裏窓外5本 色刷 85 l枚 シネマアルゴ梅田 98P16剖8
ヒッチコック監督作品集

482 水と緑を考えるシネマ&トーク オバケちゃん外2本 色刷 85 l枚 よみうりホール 98P16849 

483 水の話 プチ・シネマ・バザーJレ 水の話外4本 色刷 85 4枚 俳優座シネマテン 98P16850 

484 三隅研次 白刃の美学 座頭市物語外11本 色刷 84二つ折り l枚 ユーロスペース 98P16851 

485 溝口健二の美学 雨月物語外7本 色刷 84二つ折り l枚 ユーロスペース 98P16852 

486 美空ひばり 不死鳥伝説 悲しき口笛外11本 色刷 85 l枚 サンシャイン劇場 98P16853 

487 ミッドナイト・エクスプレス 穴外4本 白黒印刷 85 l枚 自由が正武蔵野館 98P16854 

488 宮崎駿×高畑勲の世界 アルプスの少女ハイジ外 色刷 85 2枚 アニメシアターテ 98P16855 
19本 アトル池袋

489 宮崎駿特集 1レパン三世カリオストロ 色刷 85 l枚 新宿アニメッカ 98P16856 
の城外4本

490 宮崎駿の世界 となりのトトロ外2本 色刷 85 l枚 山形県民会館大ホ 98P16857 
ール

491 ミュージカル・フェステイパル キス・ミー・ケイト外l本 色刷 85 l枚 三百人劇場 98P16858 
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492 ムーピルオードリーフェアー アイファニーでト朝食を外 色刷 85 l枚 ムービル2 98P16859I 
l本

493 ムービJレオードリーフェアー おしゃれ泥棒外l本 色刷 85 l枚 ムービル5 98P16860 

494 虫プロ映画祭 鉄腕アトム外5本 色刷 85 l枚 有楽町読売ホーlレ 98P16861 

495 胸にしみいる名画の愛 ライアンの娘外2本 色刷 85 l枚 銀座文化2 98P16862 

496 名匠ニコラス・レイの世界 夜の人々外2本 白黒印刷 85 l枚 ユーロスペース 98P16863 

497 メキシコ時代のルイス・ブ、ニュ スサーナ外5本 色刷 27.8x36.5 l枚 三百人劇場 98P16864 
エル 二つ折り

498 メモリアル・シネマ・フェスタ 麗しのサブリナ外5本 色刷 85 2枚 ポーラスター 98P16865I 
'91(第2回) ハリウッド5人の女
優特集

499 メモリアル・シネマ・フェスタ 或る夜の出来事外9本 色刷 85 2枚 ポーラスター 98P16866I 
'92(第3回) 今も心に残る永遠
の10選

500 モンロー・スペシャル ナイアガラ外3本 色刷 85 4枚 l枚銀座文化劇場、 98P16867 
3枚KBCシネマ北
天神

501 モンローに夢中! マリリン魅惑 七年目の浮気外4本 色刷 84二つ折り l枚 シネアート 98P16868 
のベスト5

502 山形国際ドキュメンタリー映画 アズル外20本 色刷 84二つ折り l枚 山形市中央公民館
祭 '89

503 山形国際ドキュメンタリー映画 アズル外20本 色刷 85 l枚 山形市中央公民館 98P16870 
祭 '89

504 山形国際ドキュメンタリー映画 アメリカンドリーム外28色刷 25.8 x 54.4 l枚 山形市中央公民館 98P16871 
祭 '91 本 三つ折り ホール外4会場

505 山形国際ドキュメンタリー映画 氷の夢外100本 色刷 25.8x54.3 l枚 山形市中央公民館 98P16872 
祭 '93 三つ折り 外4会場協賛事

業散らし(85)1枚
挿入

506 山形国際ドキュメンタリー映画 カルメン・ミランダ外208色刷 29.7x62.7 4枚 山形市中央公民館 98P16873 
祭 '95 本 三つ折り 外4会場協賛事

業「優秀映画鑑賞
会のご案内J散ら
し(A4)l枚挿入

507 山形国際ドキュメンタリー映画 テキサス・テナー:イリノ 色刷 84二つ折り l枚 ボックス東中野 98P16874 
祭特選7本 イ・ジャケー・ストーリー

外6本

508 山本嘉次郎特集 藤十郎の恋外23本 単色刷 85 l枚 スタジオams(アム 98P16875 I 
ス)

509 山本薩夫セレクト・フェア 箱根風雲録外9本 白黒印刷 85 l枚 前進座劇場 98P16876 

510 ヤン・シュワンクマイエlレ映画 レオナルドの日記外17本 色刷 25.5X50.1 l枚 仙台市青年文化セ 98P16877 
祭 '90 三つ折り ンターシアターホ

-)レ
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511 YOUNG CINEMA '85 第l回東尽 1984年外15本 白黒印刷 84 l枚 渋谷東急 98P16878 
国際映画祭国債新進監督コンク
ールベスト 16(最終ノミネート作

512 u.sフィルム・フェルティパル・ 宇宙へのフロンティア外 色刷 84二つ折り l枚 有楽町マリオン外 98P16879 
イン・トーキョー '89 17本 6館

513 ユーリ・ノルシュテイン特集 話の話外4本 色刷 85 l枚 ももちパレス 98P16880 

514 ユーロスペース・コレクション さすらい外28本 色刷 84二つ折り l枚 ユーロスペース 98P16881 

515 ユニヴァーサル映画70周年フェ ペニー・クゃツドマン物語 色刷 84二つ折り 4枚 福岡東映グランド 98P16882 
ステイパル 外8本

516 湯布院映画祭(第14回 出張外24本 色刷 85 l枚 湯布院町中央公民 98P16883 
館外4会場

517 夢追う貴女に 或る夜の出来事外2本 色刷 85 l枚 銀座文化2 98P16884 

518 夢のファンタジー・ワールド シンデレラ外3本 色刷 85 4枚 テアトル池袋外6 98P16885 
館

519 ヨーロツノtの名匠たち フリッ 恐怖省外2本 色刷 85 4枚 3枚キノ2、l枚三 98P16886 
ツ-ラングとジャン.}レノワール 百人劇場

520 ヨーロピアン・エレガンス 逢いびき外3本 色刷 85 l枚 三越ロイヤlレ・シ 98P16887 
アター

521 ヨーロピアン・ニューウェーブ 汚れた血外3本 色刷 85 中野武蔵野ホール 98P16888 
レオス・カラックス、ピーター・
グリーナウェイ

522 ヨーロピアン・ヌーボー 凱旋門外4本 単色刷 85 l枚 銀座文化 98P16889 

523 吉村公=郎ノ世界 暖流外19本 白黒印刷 85 l枚 テアトル新宿 98P16890 

524 淀川長冶のミュージカル・セレ イースター・パレード外4色刷 85 l枚 銀座文化劇場 98P16891 
クション 本

525 淀川長治のハリウッド映画ベス サンセット大通り外4本 色刷 85 l枚 銀座文化 98P16892 
ト5!

526 40年代のハリウッド・ロマン 心の旅路外3本 色刷 85 l枚 シアターアプル 98P16893 

527 ラッキー・ストライク・スターラ デッド・チャンネル外3本 色刷 85 l枚 シャンゼリゼ外2 98P16894 
イト・シアター 館

528 ラテンアメリカ映画祭 三文オペラ リオ1941外 色刷 85 l枚 草月ホーlレ 98P16895 
7本

529 ラテン・アメリカ映画の秋 '92 メキシコ万歳外23本 単色刷 84二つ折り 2枚 キネカ錦糸町 98P16896 

530 リュミエールの世紀 フィルム・リュミエール 単色刷 84二つ折り l枚 シードホール外2 98P16897 
外58本 館

531 lレイ・マル フェステイパル 死刑台のエレベーター外 色刷 85 l枚 銀座テアトル西友 98P16898 
4本

532 ルイ・マJレ監督特集パート l 死刑台のエレベーター外 色刷 85 l枚 シアターアプル 98P16899 
l本

533 ルイ・マル監督特集パート2 地下鉄のサジ外2本 色刷 85 l枚 シアターアプル 98P16900 
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534 Jレイ・マJレ監督フェスティヴァ 死刑台のエレベーター外 単色刷 85 l枚 シアターアプJレ 98P16901 
Jレ 5本

535 yレイス・プニュエル愛と笑い スサーナ外11本 色刷 A4 2枚 シネセゾン渋谷 98P16902 
の十二の夜

536 ルキノ・ヴィスコンティ特集 白夜外l本 単色刷 85 1枚 てあとるTENJIN 98P16903 

537 ルピッチ生誕100年祭 牡輔の女王外8本 色刷 B4二つ折り l枚 パルコ劇場 98P16904 

538 Jレ・ピリエ"にんげん"を考え 韓国1980年の血の抗争の 色刷 85 l枚 文芸坐Jレ・ピリエ 98P16905 
る 記録外2本

539 REVOLUTION IN EROTICISM(レヴ 仮面の告白外2本 色刷 85 l枚 扇町ミュージアム 98P16906 
ォリューションインエロチ スクエア
シズム)

540 レンフィルム祭映画の共和国 リンゴ売りカーチカ外25色刷 25.7X52.6 l枚 有楽町朝日ホール 98P16907 
J¥ 本 三つ折り 外l館

541 ロイヤル・フェスティパル(ノス モロッコ外2本 色刷 85 l枚 三越ロイヤル・シ 98P16908 
タJレジーの中の女たち) アター

542 ロイヤル・フェスティパル 野ばら外2本 色刷 85 l枚 三越ロイヤル・シ 98P16909 
(Vienna Movie Festival) アター

543 ロイヤJレ・フェスティパル(ヒツ 裏窓外3本 色刷 85 l枚 三越ロイヤル・シ 98P1691O 
チコックフェア) アター

臼4 ロイヤル・フェスティパル(三越 巴里祭外l本 色刷 85 l枚 三越ロイヤル・シ 98P16911 
フランス映画祭) アター

545 ロイヤル・フェスティパル(ミュ 雨に唄えば外2本 色刷 85 4枚 三越ロイヤル・シ 98P16912 
ージカJVatロイヤJレ・シアター) アター

546 ロイヤル・フェスティパル イースター・パレード外4色刷 85 l枚 三越ロイヤル・シ 98P16913 
本 アター

547 ロイヤル・フェスティパル カサプランカ外l本 色刷 85 l枚 三越ロイヤル・シ 98P16914 
アター

548 ロイヤル・フェスティパル 哀愁外3本 色刷 85 l枚 三越ロイヤJレ・シ 98P16915 
アター 1985年12
月-86年2月上映

549 ロイヤJレ・フェスティパル 哀愁外3本 色刷 85 l枚 三越ロイヤル・シ 98P16916 
アター協賛英国
映画祭

550 ロイヤル・フェスティパル 愛情の花咲く樹外2本 色刷 85 l枚 三越ロイヤル・シ 98P16917 
アター

551 ロイヤル・フェスティパル 花嫁の父外2本 色刷 85 l枚 コ越ロイヤル・シ 98P16918 
アター

552 ロイヤル・フェスティパル 喝采外l本 色刷 85 l枚 三越ロイヤル・シ 98P16919 
アター

553 ロイヤル・フェスティパル 心の旅路外l本 色刷 85 l枚 二越ロイヤル・シ 98P16920 
アター

554 ロイヤル・フェステイパル 泥棒成金外2本 色刷 85 l枚 三越ロイヤル・シ 98P16921 
アター
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555 ロイヤル・フェスァイパル 名犬フツシー外2本 色刷 85 l枚 ニ越ロイヤル・シ 98P16922 
アター

556 ロード・ムーヴィー イージー・ライダー外10 色刷 85 l枚 パルコ劇場 98P16923 
本

557 ローレンス・オリヴィエ劇場 ハムレット外2本 色刷 85 4枚 Jレ・シネマ2 98P16924 

558 ロシア映画の全貌 一年の九日外74本 色刷 72.7x25.8 l枚 三百人劇場 98P16925 
四つ折り

559 ロシア文芸映画フェア '89 貴族の巣外6本 色刷 84二つ折り l枚 高田馬場東映パラ 98P16926 
ス

560 ロシア文豪映画祭 戦争と平和外6本 色刷 A3二つ折り l枚 コマ・ゴールド 98P16927 

561 ロッキー・フェステイパル ロッキー外l本 色刷 85 l枚 池袋劇場 98P16928 

562 ロッキー・フェスティパル ロッキー外2本 色刷 85 3枚 東映パラス 98P16929 

563 ROCK MOVIES SPEClAL ノ、ーダー・ゼイ・カム外6 色刷 A4 2枚 扇町ミュージアム 98P16930 
本 スクエア

564 ロパート・アルトマン レトロ MASH外2本 色刷 85 4枚 シネマ・カリテ 98P16931 
スペクティヴ'Vo1.1

565 ロベール・アンリコとジョゼ・ジ 冒険者たち外 1本 色刷 85 l枚 自由が丘武蔵野館 98P16932 
ヨヴァンニ

566 ロベルト・ロッセリーニの世界 アモーレ外5本 色刷 85 l枚 有楽シネマ 98P16933 

567 ロベルト・ロッセリーニの世界 無防備都市外9本 色刷 54.4X25.7 l枚 三百人劇場 98P16934 
コつ折り

568 浪漫あふるる永遠のメロディー 愛情物語外l本 色刷 85 l枚 三越ロイヤル・シ 98P16935 
アター

569 ロマンス・イン・パリ 恋人たちのパリ外2本 色刷 85 3枚 KBCシネマ北天神 98P16936 

570 ロマンス・イン・パリ2 夢で逢えたら外2本 色刷 85 l枚 ポーラスター 98P16937 

571 ロマンチック・エレガンス マイ・フェア・レディ外2 色刷 85 l枚 三越ロイヤル・シ 98P16938 
本 アター

572 「わが家の問題」シリーズ わが家の問題外2本 色刷 85 l枚 シードホ-)レ 98P16939 

573 忘れえぬ人々 愛情物語外l本 色刷 85 l枚 銀座文化2外l館 98P16940 

574 笑いをCATCHせよ1 アメリカ おつむてんてんクリニツ 色刷 85 l枚 シネマミラノ 98P16941 
ン・コメデイ・シアターl周年記 ク外3本
念ラインアップ

575 ワンルーム・ストーリー あ.~、.た. ~ 、外2本 色刷 85 l枚 東京シネドーム 98P16942 

アニメフェア

番号 タイト Jレ 品質・形状 用紙サイズ 員数 備考 備品番号

サンリオアニメフェスティパル・サンリオ世界名作映画館

576 サンリオアニメフェスティパル愛と夢の贈り物(キキとララの青い烏/ 色刷 85 l枚 98P16943 
ハローキティのシンデレラ/マイメロディの赤ずきん)

-263ー



平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タイトlレ 品質・形状 用紙サイズ 員数 備考 備品番号

577 サンリオアニメフェスティバル世界名作映画館(キキとララの青い烏 色刷 85 l枚 98P16944 
/ハローキティのシンデレラ/マイメロデイの赤ずきん)

578 サンリオ世界名作映画館(けろけろけろっぴの"大冒険"ふしぎな豆の 色刷 85 3枚 98P16945 
木/ハローキティの魔法の森のお姫さま)

579 サンリオ世界名作映画館(けろけろけろっぴの三銃士/たあ坊の竜宮星 色刷 85 5枚 98P16946 
大冒険/ハローキティのおやゆぴひめ/ぽこぽんのゆかいな西遊記)

(松竹)夏休みマンガまつり

580 {か樹ぎ首/夏ム休ーみミマンン谷ガのま1つり(花の魔法使いマリーベル フェニックスの 色刷 85 2枚 98P16947 
琴星/リトル・ツインズ ぼくらの夏が飛んでい

く)

東映まんがまつり

581 東映まんがまつり(あさりちゃん/アラジンと魔法のランプ/大戦隊ゴ 色刷 85 l枚 98P16948 
ーグルマン/まんが日本昔ぱなし)

582 東映まんがまつり(あらいぐまラスカル/キャンデイ・キャンディ/ジ 色刷 A4 I枚 98P16949 
ヤツカー電撃隊/せむしの仔馬/大鉄人17/ドカベン甲子園への道/
惑星ロボダンガードMす昆虫ロボット軍聞

583 東映まんがまつり(ー休さん/オタスケマン/仮面ライダースーパーワ 色刷 85 l枚 98P16950 
ン/白鳥の湖)

584 東映まんがまつり(春)(一休さんとやんちゃ姫/おやゆぴ姫/キャンデ 色刷 A4 l枚 98P16951 
イ・キャンデイ 春の呼び声/ジャッカー電撃隊vsゴレンジャー/惑星
ロボダンガードA 宇宙大海戦)

585 東映まんがまつり(夏)(宇宙刑事シャイダー/キン肉マン/Theかぼちゃ 色刷 85 l枚 98P16952 
ワイン/超電子バイオマン)

586 東映まんがまつり(冬)(宇宙刑事シャイダー 追跡!しぎしぎ誘拐団/キ 色刷 85 2枚 98P16953 
ン肉マン大暴れ!正義超人/ドクタースランプアラレちゃん ほよ
よ!ナナパ城の秘宝)

587 東映まんがまつり(春)(SF西遊記/キャプテン・フューチャー/龍の子太 色刷 24cmX31 l枚 98P16954 
郎/闘将ダイモス/ピンクレディーと春休み) cm 二つ

折り

588 東映まんがまつり(科学戦隊ダイナマン/ドクター・スランプアラレち 色刷 85 l枚 98P16955 
ゃん ほよよ世界一周大レース/パツテンロボ丸/まんがイソップ物
語)

589 東映まんがまつり(春)(仮面ライダー8人ライダーvs銀河王/銀河鉄道 色刷 85 l枚 98P16956 
999 ガラスのクレア/ゼンダマン/花の子ルンルン/森は生きてい
る)

590 東映まんがまつり(夏)(キャプテン翼 ヨーロッパ大決戦/キン肉マン 色刷 85 2枚 98P16957 
逆襲!宇宙かくれ超人/電撃戦隊チェンジマン2/ドクタースランプあ
られちゃん ほよよ!夢の都メカポリス)

591 東映まんがまつり(春)(キン肉マン正義超人.vs古代超人/GU'GUガン 色刷 85 2枚 98PI6958 
モ/電撃戦隊チェンジマン/とんがり帽子のメモル)

592 東映まんがまつり(ゲゲゲの鬼太郎/白雪姫/電子戦隊デンジマン/魔 色刷 85 l枚 98P16959 
法少女ララベlレ)

593 東映まんがまつり(太陽戦隊サンバルカン/Dr.スランプアラレちゃん 色刷 85 l枚 98P16960 
ハロー!不思議島の巻/101匹わんちゃん大行進/ミッキーマウスとド
ナルドダック)
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594 !東映まんがまつり('86春カHキャプテン翼 明日に向って走れ/キン肉|色刷 I B5 I 2枚 !98P16961
マンニューヨーク危機一髪!/ゲゲゲの鬼太郎妖怪大戦争/超新星
フラッシュマン)

595 I東映まんがまつり('86夏カr)(キャプテン翼 世界大決戦!!Jr.ワールドカッ|色刷
プ/ゲゲゲの鬼太郎 最強妖怪軍団!日本上陸!!/ハイスクール奇面
組/メイプルタウン物語)

596 Iお年玉東映まんがまつり('86冬)(キャプテン翼危うし!全日本Jr./キ |色刷
ン肉マン晴れ姿1正義超人/ゲゲゲの鬼太郎/)

597 I東映まんがまつり('87夏カH聖闘士星矢/超人機メタルダー/ドラゴン|色刷
ボール魔神城のねむり姫/光戦隊マスクマン)

598 I東映まんがまつり('87夏カH聖闘士星矢/超人機メタルダー/ドラゴン|色刷
ボール魔神城のねむり姫/光戦隊マスクマン)

599 Iお年玉東映まんがまつり('87冬)(キン肉マン正義超人Vs戦士超人/ゲ|色刷
ゲゲの鬼太郎 激突!!異次元妖怪の大反乱/ドラゴンボール)

6吋映まんがれ川 88春)(仮面ライダーブラック/聖闘士星矢神々の|色刷
熱き戦い/ピックリマン/レディレディ!!)

601 I東映まんがまつり('88夏)(仮面ライダーブ、ラック 恐怖!悪魔峠の怪人 |色刷
館/闘将!!技麺男/ドラゴンボール摩調不思議大冒険!!/ピックリマ
ン無縁ゾーンの秘密)

602 I東映まんがまつ川崎)(おそ松くん/高速戦隊ターボレンジャー/聖|色刷
闘士星矢 最終聖戦の戦士たち/ひみつのアッコちゃん)

6則東映まんがまつ川夏)(悪魔くん/機動刑事ジパン/ドラゴンボ-Jvl色刷
Z/ひみつのアッコちゃん海だ!おばけだ!!夏祭り)

東映アニメまつり

6削東映アニメま引J('90春)(悪魔くん ょうこそ悪魔ランド!!/ドラゴ|色刷
ンボールゼット この世で一番5郎、ヤツ/魔法使いサリー)

東映アニメフェア

605 I東映アニメフェア('90夏)鳥山明THEWO酬 l之助さま/ドラゴンボー|色刷
ルゼット 地球まるごと超決戦/ピンク みずドロボウあめドロボワ)

606 I東映アニメフェアド91春)(ドラゴンボールゼツト 超(スーパー)サイヤ|色刷
人だ孫悟空/まじかるタルるートくん)

607 I東映アニメフェアド91夏)(ダイの大冒険/ドラゴンボールゼツト とび|色刷
っきりの最強対最強/まじかるタルるートくん燃えろ!友情の魔法大
戦)

608 I東映アニメフェア(明)(ドラゴンクエスト ダイの大官険制た)ち|色刷
あがれ!!アパンの使徒/ドラゴンボールゼット 激突!!100億パワーの
戦士たち/まじかるタルるートくん すき・すき・タコ焼きっ!)

609 I東映アニメフェアド92夏)(ドラゴンクエスト ダイの大冒険ぶちゃぶ|色刷
れ!!新生6大将軍/ドラゴンボールZ 極限パトノレ!!三大超(スーパー)サ
イヤ人/ろくでなしBLUES)

6川東映アニメフエア(γ，羽嚇9白岬3滞糊春
ンギン村はハレのち晴れ/ドラゴンボ一ルゼツト 燃えつきろ引!熱戦.
烈戦・超激戦)

B5 

B5 

B5 

B5 

B5 

B5 

B5 

B5 

B5 

B5 

B5 

B5 

B5 

B5 

B5 
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98P16969 
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色刷

品質・形状|用紙サイズ|員数番号| タイトlレ

611 I東映アニメフェア('93夏)(ドクタースランプアラレちゃん んちゃ!ぺ
ンギン村より愛をこめて/ドラゴンボールゼット 銀河ギリギリ!!ぶ
っちぎりの凄い奴/幽遊白書)

612 I東映アニメフェアド94春)(スラムダンク/ドクタースランプアラレち|色刷
ゃん ほよよ!!助けたサメに連れられて/ドラゴンボールゼット 危
険なふたり!超戦士はねむれない)

613 I東映アニメフェア('94春)(スラムダンク/ドクタースランプアラレち|色刷
ゃん ほよよ!!助けたサメに連れられて/ドラニfンボーJレZ 危険な
ふたり!超戦士はねむれない)

614 I東映アニメフェア('94夏)(スラムダンク 全国制覇だ!桜木花道!!/Dr.I色刷
スランプアラレちゃん んちゃ!!わくわくハートの夏休み/ドラゴ
ン・ボールゼット 超戦士撃破!!勝のはオレだ)

615 I東映アニメフェア('94夏)防ムダンク 全国制覇だ!桜木花道!!/Dr.1色刷
スランプアラレちゃん んちゃ!!わくわくハートの夏休み/ドラゴ
ン・ボールゼット 超戦士撃破!!勝のはオレだ)

東映アニメスペシャル

616 I東映アニメスペシャル('94)(GS美神 極楽大作戦!/平成イヌ物語パ |色刷
ワ/らんま1/2)

東映お正月映画

617 I東映お正月映画('93年12月)(ツヨシしっかりしなさい/美少女戦士セ |色刷
ーラームーンR/メイクアップセーラー戦士)

618 I東映お正月映画('例年12月)(蒼き伝説 シュート!/空飛ぶ赤ちゃん大|色刷
活躍 スーパーベビー/美少女戦士セーラームーンS(ス-J~-))

東映春休み奥行

619 1怪物くん怪物ランドへの招待/ドラえもん のぴ太の宇宙開拓史 |色刷

620 I怪物くんデーモンの剣/ドラえもんのぴ太の大魔境/忍者ハッ |色刷
トリくんニンニン忍

6臼21什|ドラえもん のび太の宇宙小戦争(円リトル.スタ一.ワオ一ズズ:v忍者ハ|色刷
ツトリくん+(プラス)パーマン 忍者'怪獣ジッポウvsミラクル卵

622 Iドラえもん のび太の海底鬼岩城/忍者ハットリくんニンニンふ |色刷
るさと大作戦の巻/パーマンバードマンがやってきた

623 Iドラえもん のぴ太の恐竜/モスラ対ゴジラ |色刷

624 Iドラえもん のぴ太の魔界大冒険/忍者ハットリくん+(プラス)パー|色刷
マン超能力ウォーズ

625 Iドラえもん ぼく桃太郎のなんなのさ/21エモン宇宙へいらっし |色刷
ゃい

6261('86)オバケのQ太郎 とびだせ!パケパケ大作戦/ドラえもんのぴ|色刷
太と鉄人兵団/プロゴルファー猿 スーパーGOLFワールドへの挑戦!!

627 I (附パケの酬とびだせ!附大作戦/ドラえもんのぴ太と|色刷
竜の騎士/プロゴルファー猿 甲賀秘境!影の忍法ゴルファー参上!

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

備考
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番号 タイトJレ 品質・形状|用紙サイズ|員数| 備考 |備品番号

628 1 ( '88)ウルトラB ブラックホールからの独裁者B.B!! /エスパー魔美|色刷 -IB5 
星空のダンシングドール/ドラえもん のび太のパラレル西遊記

629 1 ('89)ドラえもん のぴ太の日本誕生/ドラミちゃん ミニドラSOS! 色刷

630 1 ('90)チンプイ・エりさま 活動写真/ドラえもん のぴ太とアニマル |色刷
惑星(プラネット)

631 1 ( '94)ウメ星デンカ 宇宙の果てからパンパロパン!/ドラえもん の|色刷
ぴ太の夢幻三剣士/ドラミちゃん青いストローハット

(東映)藤子・F'不ニ雄ワールド

632 1藤子・F・不ニ雄ワールド('91)ドラえもん のぴ太のドラビアンナイ
ト/ドラミちゃん アララ・少年山賊団

色刷

633 I藤子・F・不二雄フェスティパル('92)(ドラえもん のぴ太と雲の王国/1色刷
21エモン宇宙(そら)~、け!裸足のプリンセス)

6341藤子・F・不ニ雄ワールド('93)ドラえもん のぴ太とブリキの迷宮(ラビ|色刷
リンス)/ドラミちゃん ハロー恐竜キッズ!!

東映チャンピオンまつり

6351東映チャンピオンまつり(仮面ライダーZO(ゼツトオー)/五星戦隊ダイ|色刷
レンジャー/特捜ロボ ジャンパーソン)

B5 

B5 

B5 

B5 

B5 

B5 

B5 

4枚

l枚

l枚

6枚

4枚

l枚

5枚

2枚

636 I東宝チャンピオンまつり ディズニーフェステイパル(元祖天才パカボ|色刷
ン/タイムボカン/チップとディールの'怪獣をやっつけろ!/ドナル

B4二つ折 11枚
り

ド・ダックの人喰いザメ/ドナルド・ダックのライオン大騒動/ピータ
ーパン/ミッキー・マウスのがんばれ!サーカス/勇者ライデイーン)

2作品掲載

番号 作品タイト lレ 監督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備考

637 あ〉決戦航空隊/二代目襲名 山下耕作/小沢茂弘 単色刷 B5 l枚 飯塚東映

638 アーバン・カウボーイ/アメリカン ジェームズ・ブリッジ 色刷 B5 l枚 宝塚シネマ 1
ジゴロ ス/ポール・シユレイ

ダー

639 アイ・シティ/ガルフォース 真下耕一/秋山勝仁 色刷 B5 4枚 てあとる西新

640 愛情の設計/季節風 山根成之/斉藤耕一 色刷 B5 l枚 上映館名なし

641 愛情物語/メイン・テーマ 角川春樹/森田芳光 色刷 B4二つ折り 6枚 スカラ座外2館

642 愛・旅立ち/うる星やつら3 リメン 舛田利雄/やまざきか 色刷 B5 i枚 宝塚シネマ l
パー・マイ・ラヴ ずお

643 あいつとララバイ/L'O・Y'I'N'G(エ 井上梅次/舛田利雄 色刷 B5 l枚 福岡宝塚劇場
Yレ・オー・ヴィ・愛・N'G)

644 あいつとララバイ/パリパリ伝説 矯資祐/上村修外l名 色刷 B5 l枚 ニコー劇場

645 愛と剣のキャメロット/rエイジ」 藤本びとみ原作/西久 色刷 B5 l枚 池袋テアトルダ
保瑞穂 イヤ

646 愛と平成の色男/パカヤロー!2r幸 森田芳光 色刷 B5 l枚 松竹遊楽館
せになりたい。 J

647 アイドyレを探せ/Let' s豪徳寺! 長尾啓司/前回陽一 色刷 B5 l枚 サンピアザ劇場
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番号 作品タイトル 監督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備考 備品番号

648 愛の嵐の中で/残照 小谷承靖/河崎義祐 色刷 85 l枚 飯塚永楽館 98P17015 

649 愛の陽炎/砂の器 三村晴彦/野村芳太郎 色刷 85 4枚 上映館名なし 98P17016 

650 愛はクロスオーバー/アラカルト・ 栗原剛志/太田圭 色刷 84二つ折り 4枚 渋谷東急外13館 98P17017 
カンパニー

651 アウトライダー/傷だらけのキャデ 記載なし 単色刷 85 l枚 東急レックス 98P17018 
ラック

652 アウトライダー/傷つけるほど愛し 記載なし/アントニ 単色刷 85 l枚 東急レックス 98P17019 I 
て オ・ドロープ

653 青い年/新しい人生 パウロ・ローシャ 色刷 85 l枚 岩波ホール 98P17020 

654 蒼い奴隷/スキャンダラス 鏡の中 ガブリエル・ラヴィ 色刷 84二つ折り l枚 シネマアポロン 98P17021 
の背徳 ア/ピエール.8.ライ

ンハルト

655 蒼き獣たち/ラスト・プラット 修 エリック・ツァン/パ 色刷 85 2枚 シネアルゴ新宿 98P17022 
羅を追え リー・ウォン

656 赤い帽子の女/ザ・ソルジャー 神代辰巳/ジェイム 色刷 85 l枚 札幌劇場 98P17023 
ス・クリッケンハウス

657 赤すいか黄すいか/フルーツパスケ 犬童一心/今関あきよ 色刷 84二つ折り l枚 文芸坐ル・ピリ 98P17024 
ット し コニ

658 赤ちゃん教育/モーニング・グロー ハワード・ホークス/ 色刷 85 4枚 l枚シネパトス 98P17025 
リィ 勝利の朝 ローウェル・シャーマ l、3枚シネテリ

ン エ天神

659 悪女かまきり/セカンド・ラブ 梶間俊一/東陽一 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17026 

660 アクション・ジャクション 大都会 グレイグ.R.パクスリ 色刷 85 l枚 銀座シネパトス 98P17027 
最前線/ニューヨーク・べイサイド 一/ジョー・ロス
物語

661 悪魔と姫ぎみ/夏への扉 明石貞一/富沢和雄 色刷 84二つ折り l枚 飯塚市民会館外 98P17028 
89館

662 悪鹿の改造人間/アメリカン忍者 ジャン・クロード・ロー 色刷 85 l枚 福岡東映パラス 98P17029 
ド/サム・フアーステ
ンパーグ

663 悪魔の人質/女帝 加藤彰/関本郁夫 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17030 

664 悪魔の部屋/マダムスキャンダル 曽根中生/西村昭五郎 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17031 

665 悪夢の惨劇/サイゴン アンドルー・フレミン 色刷 85 6枚 シネマl 98P17032 
グ/クリストファー・
クロー

666 あげまん/タスマニア物語 伊丹十三/降旗康男 色刷 85 4枚 日劇東宝外19館 98P17033 

667 憧慢(あこがれ1/美女放浪記 斎藤耕一/渡辺祐介 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17034 

668 あしたのジョー/あしたのジョー2 福岡陽一郎 色刷 B4二つ折り l枚 パルコ劇場 98P17035 

669 明日また生きる/君が若者なら 河辺和夫/深作欣二 単色刷 85 l枚 飯塚松竹 98P17036 

670 熱い灰/風の宴 寺本史弘 色刷 85 l枚 Studio300 98P17037 

671 あなたがすきです、だいすきです/ 大木裕之 色刷 40.2X20.1 l枚 98P17038 I 
ターチ・トリップ 二つ折り

'-・E・-ーー
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番号 作品タイトル 監督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備考 備品番号

672 あにいもうと/星と嵐 今井正/出目昌伸 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17039 

673 アニメ三銃士/ヴィナス戦記 湯山邦彦/安彦良和 色刷 85 l枚 札幌松竹遊楽館 98P17040 

674 あぶない刑事(デカl/七福星 長谷部安春/ハン・キ 色刷 84二つ折り l枚 札幌東映パラス
ンボー

675 ア・ホーマンス/めぞん一刻 松田優作/浮井信一郎 色刷 84二つ折り l枚 渋谷東急外5館 98P17042 

676 天城越え/砂の器 三村晴彦/野村芳太郎 色刷 85 5枚 福岡松竹 98P17043 

677 雨の訪問者/北極探検赤いテント ルネ・クレマン/ミハ 色刷 84二つ折り l枚 ヒビヤスカラ座 98P17044 
イlレ・ K・カラトーゾフ 外l館

678 雨のめぐり逢い/悲愁物語 野村孝/鈴木清順 色刷 85 l枚 飯塚松竹 98P17045 

679 アメリカン・グラフティ/ブルース・ ジョージ・ルーカス/ 色刷 85 l枚 自由が正武蔵野 98P17046 
ブラザーズ ジョン・ランディス 館

680 アメリカンゴシック/へル・レイザ ジョン・ハフ/トニー・ 色刷 84二つ折り l枚 横浜オスカー 98P17047 
-2 ランデル

681 アモーレの鐙/幸福 渡辺邦彦/市川昆 色刷 85 l枚 宝塚劇場縦位 98P17048 
置

682 アモーレの鐘/幸福 渡辺邦彦/市川昆 単色刷 85 l枚 梅閏劇場横位 98P17049 
置

683 アモン・サーガ/愛しのべティ 魔 大賀俊二/小池一夫 色刷 85 4枚 新宿東映ホール 98P17050 
物語 外4館

684 嵐を呼ぶ学園祭/機動戦士SDガンダ アミノテツロー 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17051 
ムの逆襲

685 阿羅漢(あらはん)/ドン松五郎の生 リュー・カーリャン/ 色刷 85 l枚 弘前東宝劇場 98P17052 
活 中田新一

686 アラン・ドロンのル・ジタン/ジプシ ジョゼ・ジョパンニ/ 単色刷 85 l枚 SABホール 98P17053 
ーは空にさえる エミーリ・ロチャヌー

687 アラン・ドロンのゾロ/エマニエル ドゥッチョ・テッサリ 色刷 85 l枚 毎日ホール大劇 98P17054 
夫人の卒業試験 /ジギ・ローテムント 場

688 アリサ/宝島 山崎定人/竹内啓雄 色刷 85 l枚 仙台市民会館大 98P17055 
ホール

689 アリサ/ちびっこカムの冒険 山崎定人/河野秋和 色刷 85 l枚 弘前市民会館ホ 98P17056 
ール

690 ある愛の詩(うたl/ロミオとジュリ アーサー・ヒラー/フ 色刷 85 l枚 福岡グランド 98P17057 
エット ランコ・ゼフイレツリ

691 アルカトラズからの脱出/エアポー ドン・シーゲル/デビ 色刷 A4 2枚 大洋 98P17058 
ト'80 ッド・ローウェJレ・リッ

チ

692 アルスラーン戦記/サイレントメビ 浜津守/菊池道陵 色刷 85 l枚 ヌーべlレF 図 98P17059 
ウス 柄人物

693 アルスラーン戦記/サイレントメビ 浜津守/菊池道隆 色刷 85 10枚 丸の内松竹図 98P17060 
ウス 柄剣と夜景

694 アルプスの少女ハイジ/ロッキーを 中尾寿美子/スチュワ 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17061 
越えて 一ト・ラフィル

Qυ 円。
円
ノ
“
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695 ある夜の出来事/忘れじの面影 フフンク・キャプラ/ 単色刷 85 l枚 二越劇場 98P17062 
マックス・オフュール
ス

696 アレキサンドリアWHY?/放蕩息子 ユーセフ・シヤヒーン 色刷 85 5枚 新宿東映ホール 98P17063 
の帰還

697 アントニオ・ダス・モルテス/黒い神 グラウベル・ローシャ 色刷 85 l枚 ユーロスペース 98P17064 
と白い悪魔

698 イエロードッグ/鋪ぴた炎 テレンス・ドンパン/ 色刷 85 l枚 高崎松竹電気館 98P17065 
貞永方久

699 伊賀忍法帖/汚れた英雄 斎藤光正/角川春樹 色刷 84二つ折り l枚 丸の内東映外1698P17066 I 
館

700 遺書・白い少女/凍河 中村登/斎藤耕一 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17067 

701 いつか誰かが殺される/麻雀放浪記 佳洋一/和田誠 色刷 84二つ折り 11枚 福岡東映外l館 98P17068 

702 いとしのエリー/タッチ3 君が通 佐藤雅道/永丘昭典 色刷 85 l枚 日乃出劇場 98P17069 
り過ぎたあとに

703 愛しのチィパツパ/男はつらいよ 栗山富夫/山田洋次 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17070 
幸福の青い烏

704 愛しのハーフムーン/嵯峨野の宿 滝田洋二郎/島宏 色刷 85 3枚 l枚はシネマ仙 98P17071 
台他は上映館
名なし

705 L 、としのラハイナ/男はつらいよ 栗山富夫/山田洋次 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17072 
旅と女と寅次郎

706 犬死にせしもの/ジャズ大名 井筒和幸/岡本喜八 色刷 85 4枚 上映館名なし 98P17073 

707 陰聖書礼賛/芸術家の食卓 色刷 85 l枚 98P17074 

708 インオランジュ/ザ・キュアー ティム・ポウプ 色刷 85 l枚 98P17075 

709 ウィリアム・テロlレ，タイ・ブレイク 荻野洋一/篠原哲雄 色刷 85 4枚 中野武蔵野ホー 98P17076 
/草の上の仕事 lレ

710 ウインターローズ/キャノンボール ジエリー・シャツツパ 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17077 
2 ーグ/ハJレ・ニーダム

711 ウエルター/刑事物語5 やまびこ 村上修/杉村六郎 色刷 85 l枚 日乃出劇場 98P17078 
の詩

712 ウオール街/ブロードキャストニュ オリバーストーン/ジ 色刷 85 4枚 スカラ座 98P17079 
ース エームズ・L・ブルック

ス

713 宇宙要塞からの脱出/勇者ストーカ フレッド・オーレン・レ 色刷 85 l枚 札幌東映ホール 98P17080 
ーの冒険 イ/ジム・ウィノース

キー

714 宇宙皇子(うつのみこ)/ファイブス 吉田憲二/やまざきか 色刷 85 4枚 2枚プラザ2、2 98P17081 
ター物語 ずお 枚横浜オデオン

座

715 海へ SeeYou/敦燈 蔵原惟繕/佐藤純禰 色刷 85 l枚 日劇東宝外63館 98P17082 

716 「占いワルツJ/シナドシティブルー 出馬康成 色刷 85 l枚 イメージフォー 98P17083 
ス ラム
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717 うる星やつら/ションベンフイダー 押井守/相米慎一 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98P17084 

718 うる星やつら いった、ってマイ・ダ 山田勝久/井内秀治 色刷 B5 4枚 l枚歌舞伎町シ 98PI7085 
ーリン/らんま1/2中国寝昆帝(ねこ ネマ2外5館、 l
ろん)大決戦!捉ゃぶりの激闘篇!! 枚ニュー大洋 2

枚上映館名なし

719 うる星やつら完結篇/めぞん一刻 出崎哲/望月智充 色刷
完結篇

B5 3枚 ニュー大洋 98PI7086 

720 うる星やつら2 ビューティフル・ド 押井守/大森一樹 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98PI7087 
リーマー/すかんびんウオーク

721 ウルトラマンG(グレート) 怪獣撃滅 アンドリュー・プラウ 色刷 B5 l枚 札幌ピカデリー 98PI7088 
作戦/ウルトラマンG ゴーデスの ズ 2 
逆襲

722 うれしはずかし物語/猫のように 東陽一/中原俊 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98PI7089 

723 運転免許証/ワーキング・ガーyレ グレッグ・ヒューマ 色刷 B5 3枚 l枚プラザ劇場、 98PI7090 
ン/マイク・ニコルズ 2枚上映館名な

し

724 永遠の1/2 /私をスキーに連れて 根岸吉太郎/馬場康夫 色刷 B5 4枚 3枚目劇東宝外298PI7091 
って 館、 l枚福岡東

宝

725 栄光のエンプレム/ロッキー4 ピーター・マークノレ/ 色刷 A4 l枚 上映館名なし 98PI7092 
シルベスター・スタロ
一ン

726 エイプマンひとりぼっち/リトルフ デビッド・ヒューズ外l色刷 B5 l枚 新宿武蔵野館 98PI7093 
ットの大冒険謎の恐竜大陸 名/ドン・ブルース

727 エイリアン・ネイション/コクーン2 グラハム・ベイカー/ 色刷 B5 6枚 福岡東宝劇場 98PI7094 
遥かなる地球 ダニエル・ぺトリ

728 エイリアン2/サンタ守一アーム龍兄 ジェイムス・キャメロ 色刷 B5 4枚 シネマl 98PI7095 
虎弟(りゅうけいこてい) ン/ジャッキー・チェ

ン

729 英霊たちの応援歌最後の早慶戦/ 岡本喜八/松尾昭典 色刷 B5 l枚 ヒビヤ千代田劇 98PI7096 
隠密同心大江戸捜査網 場外2館

730 エーゲ海に捧ぐ/レガシー 池田満寿夫/リチャー 色刷 B5 l枚 高崎東宝スカラ 98PI7097 
ド・マーカンド 座

731 エースをねらえ/ピーマン80 出崎統/居作昌果 色刷 85 l枚 千代田劇場外3 98P17098 I 
館

732 えきすとら/男はつらいよ 寅次郎 朝間義隆/山田洋次 色刷 B5 l枚 銀座松竹外16館 98P17099 
あじさいの恋

733 エゴール・ブルイチョフ/ワーニャ セノレゲイ・リロビヨフ 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17100 
伯父さん /アンドレイ・ミハイ

lレ・コンチャロフスキ

一

734 SF新世紀レンズマン/チャンピオン 広川和之外l名/ジョ 色刷 85 5枚 l枚は仙台東宝 98P17101 
ズ ン・アーピン 他は上映館名な

し

735 SFソードキル/クロールスペース J.ラリー・キャロル/ 色刷 85 l枚 福岡東映グラン
デビッド・シュモラー ド
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736 Y:YZマーダーズ/クリープショー サム・フイミ/ジョー 色刷 85 l枚 SY遊楽 98P17103 
ジ.A.ロメロ

737 エデンの東/冒険者 エリア・カザン/ルイ 色刷 84二つ折り l枚 グランド劇場 98P17104 
ス・ギlレパート

738 エミールと探偵たち/101匹わんち ピーター・チュクスベ 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17105 
ゃん大行進 リー/監督名記載なし

739 エリア88/テラ戦士80Y 鳥海永行/石山昭信 色刷 84二つ折り l枚 青葉劇場図柄 98P17106 
人物正面

740 エリア88/テラ戦士80Y 鳥海永行/石山昭信 色刷 84二つ折り l枚 上映館名なし 98P17107 
図柄人物横顔

741 エリアル/孔雀王2 幻影城 わたなべじゅんいち/色刷 85 l枚 テアトル池袋 98P17108 
板野一郎

742 エンゼル・ハート/プレデター アラン・パーカー/ジ 色刷 85 4枚 スカラ座 98P17109 
ョン・マグディアナン

743 エンドア/オネアミスの翼王立字 ケン・ウィート外l名/色刷 85 l枚 プラザ劇場 98P1711O 
宙軍 山賀博之

744 エンドレス・ラブ/キャノンボール フランコ・ゼフィレツ 色刷 85 l枚 セントラル映劇 98P17111 
リ/ハyレ・ニーダム

745 黄金の七人/続賞金の七人 レイ マルコ・ヴィカリオ 色刷 85 4枚 KBCシネマ北天 98P17112 
ンボ一作戦 神

746 黄金のパートナー/乱れからくり 西村潔/児玉進 色刷 85 l枚 ヒビヤ千代田劇 98P17113 
場外3館

747 押忍!!空手部/のぞみ ウィッチィ 村川透/関本郁夫 色刷 85 5枚 上映館名なし 98P17114 
ズ

748 大いなる学生/草の上の仕事 小池隆/篠原哲雄 色刷 21.2X22.1 l枚 98P17l15 
二つ折り

749 オーバー・ザ・トップ/クロコダイル メナハム・ゴーラン/ 色刷 85 l枚 仙台東宝 98P17116 
ダンディー ピーター・フェイマン

750 オール・ザ・キングスメン/炎の一族 ロパート・ロッセン/ 単色刷 85 l枚 SABホール 98P17117 
ダン・ピッツァ

751 オキナワの少年/家族ゲーム 新城卓/森田芳光 色刷 85 l枚 ニュー大洋 98P17118 

752 奥様はお固いのがお好き ファイナ 小沼勝/山城新伍 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17119 
ルスキャンダル/女猫(めねこ)

753 おさな妻/桃尻娘 プロポーズ大作 白鳥信一/小原宏祐 色刷 85 l枚 金沢日活 98P17120 
戦

754 おしゃれキャット/白雪姫 ウルフガング・ライザ 色刷 85 4枚 l枚みゆき座外598P17121 
ーマン/デイヴイツ 館、 3枚シネマ2
ト・ハンド

755 オズ/恐竜伝説ベイビー 8.W.L・ノートン/ウ 色刷 85 4枚 福岡ニュー大洋 98P17122 
オルター・マーチ

756 恐るべき子どもたち/新学期操行ゼ ジャン・ピエール・メル 色刷 85 l枚 三百人劇場 98P17123 
ロ ヴィル/ジャン・ヴイ

ゴ
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757 おとうと/男はつらいよ 寅次郎純 山根成之/山田洋次 色刷
情詩集

85 l枚 上野松竹 98P17124 

758 男はつらいよ 噂の寅次郎/俺は上 山田洋次/大嶺俊順 色刷 85 1枚 高崎松竹電気館 98P17125 
野のプレスリー

759 男はつらいよ 口簡を吹く寅次郎/ 山田洋次/前田陽一 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17126 
家族同盟

760 男はつらいよ 柴又より愛をこめ 山田洋次/栗山富夫 色刷 85 4枚 2枚銀座松竹序 98P17127 
て/祝辞 か12館、 2枚上

映館名なし

761 男はつらいよ 掬んでる寅次郎/寅 山田洋次 色刷 85 l枚 クルメ松竹 98P17128 
次郎わが道をゆく

762 男はつらいよ 期んでる寅次郎/港 山田洋次/広瀬裏 色刷 85 l枚 松竹遊楽館 98P17129 
町紳士録

763 男はつらいよ 知床慕情/塀の中の 山田洋次/森崎東 色刷 85 l枚 仙台松竹 98P17130 
懲りない面々

764 男はつらいよ 寅次郎紙風船/シュ 山田洋次 色刷 85 l枚 銀座松竹外15館 98P17131 
ンマオ物語タオタオ

765 男はつらいよ 寅次郎かもめ歌/土 山田洋次/前田陽一 色刷 85 l枚 浪花座2 タイ 98P17132 
佐の一本釣り トル縦書き

766 男はつらいよ 寅次郎かもめ歌/土 山田洋次/前田陽一 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17133 
佐の一本釣り タイトル横書き

767 男はつらいよ 寅次郎恋やつれ/超 山田洋次/控辺祐介 単色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17134 
能力だよ全員集合

768 男はつらいよ 寅次郎心の旅路/夢 山田洋次/森崎東 色刷 85 l枚 札幌松竹遊楽館 98P17135 
見通りの人々

769 男はつらいよ 寅次郎サラダ記念 山田洋次/栗山富夫 色刷 85 4枚 3枚札幌松竹遊 98P17136 
日/釣りパカ日誌 楽館、 l枚仙台

松竹

770 男はつらいよ 寅次郎真実一路/ね 山田洋次/野村芳太郎 色刷 85 4枚 上映館名なし 98P17137 
ずみ小僧怪盗伝

771 男はつらいよ 寅次郎の縁談/釣り 山田洋次/栗山富夫 色刷 85 4枚 福岡松竹 98P17138 
パカ日誌6

772 男はつらいよ 寅次郎の休日/釣り 山田洋次/栗山富夫 色刷 85 4枚 上映館名なし 98P17139 
パカ日誌3

773 男はつらいよ 寅次郎の告白/釣り 山田洋次/栗山富夫 色刷 85 4枚 福岡松竹 98P17140 
パカ日誌4

774 男はつらいよ 寅次郎の青春/釣り 山田洋次/栗山富夫 色刷 85 4枚 l枚福岡松竹、 398P17141 
パカ日誌5 枚上映館名なし

775 男はつらいよ 寅次郎ハイビスカス 山田洋次/朝間義隆 色刷 85 l枚 銀座松竹外15館 98P17142 
の花/思えば遠くにきたもんだ

776 男はつらいよ 寅次郎春の夢/神様 山田洋次/前田陽一 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17143 
のくれた赤ん坊

777 男はつらいよ 寅次郎物語/女咲か 山田洋次/森崎東 色刷 85 l枚 札幌松竹遊楽館 98P17144 
せます
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778 男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼 山田洋次/山根成之 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17145 
け/忍術猿飛佐助

779 男はつらいよ 寅次郎恋愛塾/俺ら 山田洋次/栗山富夫 色刷 85 2枚 上映館名なし 98P17146 
東京さ行ぐだ

780 男はつらいよ 寅次郎わが道をゆ 山田洋次/満友敬司 色刷 85 l枚 福岡松竹 98P17147 
く/俺は田舎のプレスリー

781 男はつらいよ 浪花の恋の寅次郎/ 山田洋次J朝間義隆 色刷 85 l枚 上野松竹 98P17148 
俺とあいつの物語

782 男はつらいよ 拝啓車寅次郎様/釣 山田洋次/栗山富夫 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17149 
りパカ日誌7

783 男はつらいよ 花も嵐も寅次郎/次 山田洋次/前田陽一 色刷 85 2枚 l枚浪花座2、l 98P17150 
郎長清酒運篇つっぱり清水港 枚仙台松竹

784 男はつらいよ ぼくの伯父さん/釣 山田洋次/栗山富夫 色刷 85 4枚 上映館名なし 98P17151 
りパカ日誌2

785 男はつらいよ 夜霧にすさぶ寅次 山田洋次/朝間義隆 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17152 
郎/ときめき海岸物語

786 男はつらいよ 私の寅さん/大事件 山田洋次/渡辺祐介 単色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17153 
だよ全員集合

787 おニャン子・ザ・ムービー 危機イッ 原因真人/森田芳光 色刷 85 l枚 98P17154 
パツ/そろばんずく

788 おばけ煙突のうた/となりのトトロ 大津豊/宮崎駿 色刷 86 4枚 筑紫野市文化会 98P17155 
館外4館

789 おはよう!スパンク/リトル・プリン 吉田しげつぐ/ジャッ 色刷 85 l枚 クルメ東宝ロマ 98P17156 
ス ク・ゴーJレド ン

790 オフビート/ピパリーヒルズ・パム マイケJレ・ディナー/ 色刷 85 6枚 福岡東宝 98P17157 
ポール・マザースキー

791 オペラ座血の喝采/モンキー・シャ ダリオ・アJレジェント 色刷 85 l枚 渋谷東急外2館 98P17158 
イン /ジョージ・A・ロメロ

792 オメガシンドローム恐怖の暗殺 ジョセフ・マンデュー 色刷 85 l枚 歌舞伎町シネマ 98P17159 
団/シェイカーラン ク/ブルース・モリス 2 

ン

793 想い出を売る庖/妖精フローレンス 近藤明男/波多正美 色刷 85 4枚 上映館名なし 98P17160 

794 お嫁にゆきます/ふりむけば愛 西河克己/大林宣彦 色刷 85 l枚 シネマl 98P17161 

795 オリバーニューヨーク子猫ものが 色刷 85 l枚 98P17162 
たり/白雪姫

796 オJレカ/カプリコーンl マイケル・アンダース 色刷 A4 l枚 上映館名なし 98P17163 
ン/ピーター・ハイア
ムズ

797 俺たちの時/北の宿から 水川淳三/市村泰一 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17164 

798 俺っちのウェディング/ふしぎな園 根岸吉太郎/松林宗恵 色刷 85 l枚 銀座松竹外14館 98P17165 
日本

799 俺の空/デッドヒート 松本正志/石田勝心 色刷 85 l枚 ヒピヤ千代田劇 98P17166 
場外3館
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800 俺の血は他人の血/メス 舛図利雄/貞永方久 単色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17167 

801 おれは男だ! 完結編/ハチ公物語 石山昭信/神山征二郎 色刷 85 l枚 渋谷松竹 98P17168 

802 オレンジロード急行/ダブル・クラ 大森一樹/山根成之 色刷 85 l枚 福岡松竹 98P17169 
ツチ

803 オン・ザ・ロード/転校生 和泉聖冶/大林宣彦 色刷 85 l枚 98P17170 

804 怨霊 クリープショー2/へlレ・レイ マイケlレ・ゴーニック 色刷 84二つ折り l枚 上映館名なし 98P17171 
ザー /クライブ・パーカー

805 会社物語/ほんの5g 市川準/太田圭 色刷 85 l枚 松竹遊楽館 98P17172 

806 凱旋門/別離 リュイス・マイルスト 色刷 85 l枚 ヒピヤみゆき座 98P17173 
ン/グレゴリー・ラト
フ

807 凱旋門/忘れじの面影 リュイス・マイルスト 色刷 85 l枚 南街文化劇場
ン/マックス・オフユ
ールス

808 帰ってきた若大将/スニーカーぶる 小谷承靖/河崎義祐 色刷 85 4枚 宝塚劇場 98P17175 
ーす

婦らざる日々/高校大パニック 藤田敏八/津田幸弘・ 色刷809 85 l枚 東梅田日活 98P17176 
石井聡亙

810 カサプランカ/人生案内 マイケル・カーティス 単色刷 85 l枚 SABホール外l 98P17177 
/ニコライ・エック 館

811 風立ちぬ/どんぐりッ子 若杉光夫/西河克己 色刷 85 l枚 千代田劇場外3 98P17178 
館

812 風と共に去りぬ/戦争と平和 ビクター・フレミング 色刷 85 4枚 福岡ピカデリー 98P17179 
/キング・ピター

813 風の谷のナクシカ/戦国魔神ゴーシ 宮崎駿/湯山邦彦 色刷 85 3枚
ョーグン 時の異邦人(エトランゼ)

814 風の谷のナウシカ/天空の城ラピュ 宮崎駿 色刷 85 l枚 渋谷公会堂 98PI7181 
タ

815 風の谷のナウシカ/名探偵ホームズ 宮崎駿 色刷 85 l枚 札幌東映パラス 98P17182 

816 風の谷のナウシカ/冒険者たち 宮崎駿/出崎統 色刷 85 i枚 仙台市民会館大 98P17183 
ホーlレ

817 家族ゲーム/転校生 森閏芳光/大林宣彦 色刷 85 l枚 テアトル新宿 98P17184 

818 片腕カンフ一対空とぶギロチン/少 ジミー・ウォング/南 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17185 
林寺拳法ムサシ香港に現わる 部英夫

819 片腕サイボーグ/吐きだめの悪魔 マーチン・ドールマン 色刷 85 l枚 福岡東映パラス 98P17186 
/ジム・ミユーロー

820 カタストロフ世界の大惨事スー ラリー・ザパドブ/ロ 色刷 A4 l枚 ニュー大洋 98P17187 
パー・スペクタクJレ・ドキュメント/ パート・クローズ
死亡遊戯

821 ガッツ・フィスト 魔宮拳/まんだ リュー・チャーロン/ 色刷 84二つ折り l枚 シネアート l外l98P17188 
ら屋の良太 石山昭信 館

822 勝手にしやがれ/ヒア&ゼア ジャン・リュック・ゴダ 色刷 85 l枚 三百人劇場 98P17189 
-)レ
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823 悲しい色やねん/ガラスの中の少女 森田芳光/出目昌信 色刷 84一つ折り l枚 札幌東映パフス 98P17190 

824 哀しい気分でジョーク/時代屋の女 瀬川昌治/長尾啓司 色刷 85 2枚 上映館名なし 98P17191 
房2

825 彼女が結婚しない理由/私の心はパ 大林宣彦 単色刷 85 l枚 みなみ会館
パのもの

826 蒲田行進曲/この子の七つのお祝い 深作欣二/増村保造 色刷 85 l枚 上映館名なし

827 蒲田行進曲/時代屋の女房 深作欣二/森崎東 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17194 

828 蒲田行進曲/ロケーション 高橋勝/森崎東 色刷 85 l枚 98P17195 

829 神様なぜ愛にも国境があるの/遠い 吉松安弘/神代辰巳 色刷 85 l枚 飯塚永楽館 98P17196 
明日(あした)

830 カムイの剣/ボビーに首ったけ りんたろう/平田敏夫 色刷 84二つ折り l枚 上映館名なし 98P17197 
タイトル白字/
赤字

831 カムイの剣/ボビーに首ったけ りんたろう/平田敏夫 色刷 84二つ折り l枚 福岡東宝劇場 98P17198 
2本ともタイト
ル黒字

832 空手アマゾネス/ドラゴン 怒りの ジョルジョ・C・ロッシ 色刷 85 l枚 98P17199 
鉄拳 /ロー・ウェイ

833 カラテ大戦争/北京原人の逆襲 南部英夫/ホー・メン 色刷 85 l枚 京成ウエスト 98PI7200 
ファ

834 カリブ愛のシンフォニー/さびし 鈴木則文/大林宣彦 色刷 85 l枚 宝塚劇場 98PI7201 
んぼう

835 軽井沢夫人/ジェラシー・ゲーム 小沼勝/東陽一 色刷 85 l枚 上映館名なし 98PI7202 

836 華麗な関係/友よ、静かに死ね ロジェ・バディム/ジ 色刷 85 l枚 上映館名なし 98PI7203 
ヤツク・ドレー

837 華麗なる賭け/卒業 ノーマン・ジェイソン 色刷 85 l枚 テアトル東京 98P17204 
/マイク・ニコルズ

838 華麗なる相続人/ノース・ダラス40 テレンス・ヤング/テ 色刷 A4 l枚 大洋 98P17205 
ツド・コチェク

839 かわうそタルカの冒険/11びきのね デビッド・コーベン外l色刷 A4 l枚 三宮国際松竹 98PI7206 
、ヲー 名/監督名記載なし

840 かんからさんしん/花物語 小林治/堀川弘通 色刷 85 l枚 梅田東映パラス 98PI7207 
2 

841 KC(カンザス・シティ)の侍たち/真夏 ブルース・リッカー/ 白黒印刷 85 l枚 東京郵便貯金会 98P17208 
の夜のジャズ パート・スタイン 館ホール

842 元祖大四畳半大物語/鉄騎兵、跳ん 曽根中生・松本零士/ 色刷 85 l枚 国際地下劇場 98P17209 
だ 小津啓一

843 関白宣言/天使を誘惑 松林宗窓/藤田敏八 色刷 85 l枚 三宮劇場 98PI72 10 

844 ガンバとカワウソの冒険/花のズッ 大賀俊二/中島俊彦 色刷 85 1枚 文芸坐2 98P17211 
コケ児童会長

845 がんばれ!!タブチくん!! あミツッパ 芝山努/ジエリー・ジ 色刷 85 l枚 スカラ座 98PI7212 
リ人生/レイズ・ザ・タイタニック エームソン
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846 がんばれ!ベアーズ大旋風/がんば ジョン・ペリー/マイ 色刷 85 l枚 千代田劇場 98PI7213 
れ!ベアーズ特訓中 ケJレ・プレスマン

847 カンフーキッド/スケパン刑事(デ シュー・フォン/田中 色刷 84二つ折り 1枚 丸の内東映外1698P17214 
カ) 秀夫 館

848 キートンの鍛冶屋/キ一トンの蒸気 チャールズ・ライズナ 色刷 85 l枚 ニュー東宝シネ 98P17215 
船 一 マ2

849 キ一トンの警官騒動/キ一トンのセ パスター・キ一トン 色刷 85 l枚 ニュー東宝シネ 98PI7216 
プンチャンス マ2

850 キ一トンの強盗騒動/キ一トンの大 パスター-キ一トン 色刷 85 l枚 日劇文化 98P17217 
列車追跡

851 キ一トンの蒸気船/キートンのセブ チャールズ・ライズナ 色刷 85 l枚 渋谷スカラ座外 98P17218 
ン・チャンス 一/パスター・キート 7館

ン

852 キ一トンのマイホーム/キ一トンの パスター・キ一トン 色刷 12.0 x 24.1 l枚 南街スカラ座 98P17219 
恋愛三代記

853 祇園の姉妹/浪華悲歌 溝口健二 色刷 85 l枚 三百人劇場 98P17220 

854 喜劇大誘拐/大地の子守歌 前田陽一/増村保造 色刷 85 2枚 上映館名なし 98P17221 

855 傷つけるほど愛して/テッド・リミ アントニオ・ドロープ 単色刷 85 l枚 東急レックス 98P17222 
ツト /ボー・ブリッジス

856 キタキツネ物語/続アドベンチャ 蔵原惟繕/フランク・ 色刷 A4 1枚 東映ヒカリ座 98P17223 
一・ファミリ一 白銀を越えて ズニガー

857 鬼畜/砂の器 野村芳太郎 色刷 85 l枚 相鉄中央 98PI7224 

858 きつね/シングルガールズ 仲倉重郎/村川透 色刷 84二つ折り l枚 上映館名なし 98PI7225 

859 きつね/シングルガールズ 仲倉重郎/村川透 色刷 85 l枚 松竹遊楽館 98P17226 

860 きつねと猟犬/パンピ アート・スティーブン 色刷 85 l枚 ニュー東宝シネ 98P17227 
ス/デピット・ハンド マl

861 キティとミミィのあたらしいかさ/ 中村武雄/平田敏夫 色刷 85 l枚 南街シネマ 98P17228 
ユニコ

862 ギデオン/逃走迷路 ジョン・フォード/ア 色刷 85 l枚 =越劇場 98P17229 
yレフレッド・ヒッチコ
ツク

863 機動戦士ガンダムF91/武者・騎士 宮野由悠季/神田武幸 色刷 85 4枚 上映館名なし 98P17230 
(ナイト)・コマンド SDガンダム緊急
出撃

864 きまぐれオレンジロード あの日に 小熊公晴/望月智允 色刷 85 l枚 福岡東映パラス 98P17231 
かえりたい/陽あたり良好! 夢の
中に君がいた

865 きみが輝くとき/山下少年物語 森川時久/松林宗恵 色刷 85 l枚 シネマl 98P17232 

866 キャット・ピープル/ポルター・ガイ ポ-)レ・シユレイダ 色刷 85 l枚 下関文化劇場 98P17233 
スト 一/トビー・フーパー

867 キャノンボーJレ/ザ・デプス ハJレ・ニーダム/パト 色刷 85 l枚 東宝日劇 98P17234 
リック・マーキー

868 球形の荒野/昭和枯れすすき 貞永方久/野村芳太郎 単色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17235 
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869 今日から俺は!!/ピー・パップ・ハイ 鹿島勤/きうちかずひ 色刷 B4二つ折り l枚 札幌東映 98P17236 
スクール ろ

870 恐怖のヤッちゃん/新宿純愛物語 金子修介/那須博之 色刷 B5 4枚 l枚東映グラン 98P17237 
ド、 3枚上映館
名なし

871 恐竜大行進/ゆかいな天使(ペット) スティーブン・スピlレ 色刷 B5 4枚 福岡松竹 98P17238 
トラブるモンキー パーグ/フランコ・ア

ムーリ

872 きらめきの季節(とき)/さっちゃん 吉田憲二/長谷部利 色刷 B5 l枚 福岡松竹 98PI7239 
の四角い空 朗・山田健

873 銀河英雄伝説/最終教師 石黒昇/芦田豊雄 色刷 B4二つ折り l枚 新宿東映ホール 98P17240 
外4館

874 キング・ソロモンの秘宝2/ドラゴン ゲイリー・ネルソン/ 色刷 B5 l枚 歌舞伎町シネマ 98P17241 
忍者 ユーチク・リム 2 

875 金ビの金魂巻(きんこんかんl/みん 井筒和幸/金子修介 色刷 B5 4枚 博多につかっ劇 98PI7242 
なあげちゃう 場

876 きんぴら/ゴールドラッシュ 一倉治雄/和泉聖治 色刷 B4二つ折り l枚 ロッポニカ札幌 98P17243 

877 グーッドグーッド/ニホンザル物語 溝口勝美/岩崎雅典 色刷 B5 l枚 シネパトス外l 98P17244 
家族 館

878 九龍の眼 クーロンズ・アイ/ピラ ジャッキー・チェン/ 色刷 B5 2枚 スカラ座 98P17245 
ミッドの彼方に ホワイト・ライオ 水野洋介
ン伝説

879 鯨とり/青春スケッチ ぺ・チャンホ/イー・ギ 単色刷 B4二つ折り l枚 中野武蔵野ホー 98P17246 
ュヒョン Jレ

880 くもとちゅうりつぶ/桃太郎海の 監督名記載なし 色刷 B5 l枚 文芸坐ル・ピリ 98PI7247 
神兵 コ二

881 グラマー・エンジェル危機一髪/ス ウォJレター・ヒル 色刷 B5 l枚 札幌東映ホール 98P17248 
トリッパー殺人事件

882 暗闇にベルが鳴る/続エマニエル ロパート・クラーク/ 色刷 B5 2枚 毎日ホ-)レ大劇 98P17249 
夫人 フランシス・ジャコベ 場

ツアイ

883 暗聞の子供たち/馬鹿宣言 李長鏑 色刷 B4二つ折り l枚 中野武蔵野ホー 98P17250 
Jレ

884 クララ白書少女隊PHOON/ユー・ 河崎義祐/大森一樹 色刷 B5 2枚 福岡宝塚劇場 98P17251 
ガッタ・チャンス

885 グリーン・レクイエム/りぼん RE- 今関あきよし 色刷 B4二つ折り 5枚 2枚文芸坐2、3 98PI7252 
BORN 枚キノ2

886 グリンゴ/スミサリーンズ レック・コワルスキー 色刷 B5 l枚 98PI7253 
/スーザン・サイデル
マン

887 クルーソー/真夜中にコール・ミー アンドリュー・ブラウ 単色刷 B5 I枚 東急レックス 98PI7254 
ンズパーグ/ジョン・
クィ lレ外l館

888 狂ったー頁/十字路 衣笠貞之助 単色刷 B5 l枚 岩波ホール 98PI7255 
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889 G阻，Y(グレイ) デジタル・ターゲツ 出崎哲/渡辺ひろし 色刷 85 5枚 新宿東映ホール 98PI7256 
ト/強殖装甲ガイパー 外3館

890 クレイジーモンキー笑拳/蓄積の様 ジャッキー・チェン/ 色刷 85 l枚 岐阜豊富東映 98P17257 
的 村川透

891 クレイマー・クレイマー/チャンプ ロパート・べントン/ 色刷 85 l枚 川崎グランド 98P17258 
フランコ・ゼフイレツ
リ

892 グレート・ブルー/ビッグ リュック・ベッソン/ 色刷 85 4枚 上映館名なし 98P17259 
ペニー・マーシャル

893 クレープ/乳房 市川準/根岸吉太郎 色刷 85 4枚 ニュー大洋2 98P17260 

894 クレーJレの膝/レネットとミラベル エリック・ロメール 色刷 35.6XI7.9 l枚 シネ・ヴィヴァ 98P17261 
四つの冒険 四つ折り ン・六本木

895 黒いドレスの女/恋人たちの時刻 雀洋一/津井信一郎 色刷 84二つ折り l枚 プラザ2 98P17262 

896 黒い炎情事/尼僧白書 トニーノ・ヴァレリー 色刷 84二つ折り l枚 シネマアポロン 98P17263 
/ダリオ・ドナティ

897 グローイング・アップ/プリンクス ボアズ・デビッドソン 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17264 
/ウィリアム・フリー
ドキン

898 軍用列車代爆破/コマンドー・ウJレ アレックス・ぺトコー 色刷 85 l枚 梅田キネマ 98P17265 
フ地獄からの復響 /クラーク・へンダー

ソン

899 刑事物語/ロングラン 渡趨祐介/吉田Jレイコ 色刷 85 l枚 千代田劇場外1098P17266 
館

900 刑事物語 くろしおの詩(うた)/潮 渡過祐介/小谷承靖 色刷 85 3枚 福岡宝塚劇場 98P17267 
騒

901 刑事物語2 りんごの詩(うた)/プ 杉村六郎/河崎義裕 色刷 85 l枚 千代田劇場外2 98P17268 
Jレメリアの伝説 館

902 刑事物語3 潮騒の詩(うた)/夏服の 杉村六郎/西村潔 色刷 85 l枚 日乃出劇場 98P17269 
イヴ

903 汚れなき悪戯/lレネ・オン・メロデイ ラディスラオ・パホダ 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17270 
/ドニ・エJレー

904 激突/友情 スティープン・スピル 単色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17271 
J~ーグ/宮崎晃

905 化身/道 東陽一/蔵原惟繕 色刷 84二つ折り l枚 津東映シネマl 98P17272 

906 下駄とジャズ/ひとけたの夏 住野真子/岡秀樹 色刷 85 l枚 中野武蔵野ホー 98P17273 
Jレ

907 月光のピアス ユメミと銀のパラ騎 もりたけし/四分一節 色刷 85 4枚 2枚銀座シネパ 98P17274 
士団/有閑倶楽部香港より愛をこ 子 トス、 2枚シネ
めて テリエ天神

908 結婚案内ミステリー/友よ、静かに 松永好訓/雀洋一 色刷 B5 2枚 上映館名なし 98P17275 
膜れ

909 GENJl ふしぎなBABY/光これか 根本順善/榎戸耕司 色刷 85 3枚 2枚目乃出劇場、 98P17276 
ら物語少年たちのブルース l枚目劇東宝外

18館
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910 拳精(けんせい)/不良少年 ロー・ウェイ/後藤幸 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98PI7277 

911 幻夢戦記レダ/吸血鬼(パンパイア) 湯山邦彦/芦田豊雄 色刷 B5 5枚 4枚池袋ジョイ 98P17278 
ハンターD ンシネマ2外9

館、 l枚シネマ5

912 恋/動物と子供たちの詩 ジョセフ・ロージム/ 色刷 B4二つ折り l枚 上映館名なし 98PI7279 
スタンリー・クレーマ
一

913 恋子の毎日/ピー・パップ・ハイスク 和泉聖治/那須博之 色刷 B4二つ折り 3枚 2枚シネマ旭外l98PI7280 
ール高校与太郎完結篇 館、 l枚シネマ

ロキシ

914 恋する女たち/タッチ2 大森一樹/はしもとな 色刷 B5 l枚 福岡宝塚劇場 98PI7281 
おと

915 恋の空中ぶらんこ/春琴抄 松村宗恵/西河克己 色刷 B5 l枚 千代田劇場外3 98P17282 
館

916 恋はいつもアマンドピンク/山田村 横山博人/金子修介 色刷 B5 l枚 仙台松竹 98PI7283 
ワJレツ

917 恋人岬/突然、嵐のように 西河克己/山根成之 色刷 B5 l枚 飯塚松竹 98PI7284 

918 皇家戦士にうかせんしl/スケパン テピット・チャン/日 色刷 B4二つ折り 2枚 l枚仙台東映劇 98P17285 
刑事風間三姉妹の逆襲 中秀夫 場、 l枚シネマ

旭外l館

919 幸福物語/プロテクター 木村俊士/ジェーム 色刷 B5 l枚 スカラ座 98P17286 
ズ・グリッケンハウス

920 ゴーストパスターズ/ベスト・キッ 監督名記載なし/ジョ 色刷 B5 7枚 上映館名なし 98P17287 
ド ン.G.アビルドセン

921 ゴーストハンターズ/ザ・フライ ジョン・カーペンター 色刷 B5 l枚 シネマ口 98P17288 
/デイビッド・クロー
ネンパーグ

922 コールガール/夏の秘密 小谷承精/川上祐通 色刷 B5 l枚 銀座松竹外12館 98PI7289 

923 ゴールデン・チャイルド/スタート マイケル・リッチー/ 色刷 B4二つ折り 44枚 福岡ピカデリー 98PI7290 
レック4 故郷(ふるさと)への長い道 レナード・ニモイ l外l館

924 コクーン/ポリス・ストーリー 香 ロン・ハワード/ジャ 色刷 B5 5枚 l枚帝国座、 4枚 98P17291 
港国際警察 ッキー・チェン ニュー大洋

925 極道の姐(あね) 玲子/新宿欲望探 小水一男/藤得悦 色刷 B5 l枚 新宿ピカデリー 98PI7292 
偵 2 

926 子熊物語/ニモ ジャン・ジャック・アノ 色刷 B5 l枚 帝国座 98P17293 
一/ウィリアム・T・ハ
ーツ

927 ゴッドファーザー/ゴッドファーザ フランシス・コッポラ 色刷 A4 l枚 新宿東映ホール 98P17294 
-PARTII 

928 子どものころ戦争があった/遁かな 斉藤貞郎/山田洋次 色刷 B5 l枚 弥生座 98P17295 
る山の呼び声

929 小林ひとみの令嬢物語/待ち濡れた 池田賢一/上桓保雄 色刷 B5 l枚 シネマ仙台 98PI7296 
女
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930 小びとの森の物語/パンビ ロパート・スアイブン 色刷 B5 l枚 スカフ座 98PI7297 
スン/デピット・ハン
ド

931 小びとの森の物語/パンピ ロパート・スティブン 色刷 9.2x25.1 l枚 スカラ座 98PI7298 
スン/デビット・ハン
ド

932 コブラ/ポリスアカデミー3 全員 ジョージ.p・コスマト 色刷 B5 5枚 福岡大洋 98PI7299 
再訓練! ス/ジエリー・パリス

933 コブラ/メガフォース 出崎統/ハル・ニーダ 色刷 B5 l枚 高崎東宝スカラ 98PI7300 
ム 座

934 コマンドー/パタリアン マーク・L.レスター/ 色刷 B5 6枚 シネマl 98PI7301 
ダン・オパノン

935 コルドロン/101匹わんちゃん テッド・パーマン外l名 色刷 B5 8枚 上映館名なし 98PI7302 
/ウルフガング・ライ
ザーマン外2名

936 ゴルフ夜明け前/rさよならJの女た 松村宗恵/大森一樹 色刷 B5 5枚 福岡宝塚 98PI7303 
ち

937 これからの人生/嘆きのテレーズ モーシェ・ミズラヒ/ 単色刷 B5 l枚 SABホール 98PI7304 
マyレセル・カルネ

938 殺したい女/ハスラー2 ジエリー・ザッカー/ 色刷 B5 9枚 7枚宝塚シネマ 98PI7305 
マーティン・スコセツ l、2枚プラザ2
シ

939 コンドlレ/フリックストーリー シドニー・ポラック/ 色刷 B5 l枚 高崎銀座シネマ 98PI7306 
ジャック・ドレー

940 サイクロンZ/トップドッグ サモ・ハン・キンポー/ 色刷 B5 9枚 シネマl 98PI7307 
高木巌

941 魁(さきがけ)!!男塾/聖闘士聖矢(セ 今沢哲雄/山内重保 色刷 B5 2枚 名画座 98PI7308 
イントセイヤ)

942 ザ・クレイズ 冷血の紳/マイ・ベス ピーター・メダック/ 色刷 B5 6枚 宝塚シネマ 98PI7309 
ト・フレンズ ロパート・ハーモン

943 ザ・サムライ/童貞物語 鈴木則文/小平裕 色刷 B4二つ折り l枚 東映パラス 98PI731O 

944 サタデー・ナイト・フィーパー/フア ジョン・パダム/ジョ 色刷 A4 l枚 98PI7311 
ースト・ラブ ン・ダーリング

945 ザッツ・スチュワーデス 3万フィー ジム・ハンター/ネッ 色刷 B4二つ折り l枚 上映館名なし 98PI7312 
トの快楽/人魚交愛 ド・モアヘッド

946 ザ・ドリーミング/トラブ、ルシュー マリオ・アンドレアッ 単色刷 B5 l枚 東急レックス 98PI7313 
タ一過去を消す男 チオ/監督名記載なし

947 ザ・ドリーム・マスター/ザ・フライ2 レニー・ハーレン/ク 色刷 B5 l枚 福岡東宝劇場 98PI7314 
リス・ウェイラス

948 砂漠の冒険/野性のエルザ ジャミー・へイズ/ジ 色刷 B4二つ折り l枚 グランド劇場 98PI7315 
ェームズ・ヒル

949 ザ・ファントム/バトル・ファイター ウィリアム・タネン/ 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98PI7316 
フランク・ズニーガ

950 ザブングルグラフティ/太陽の牙ダ 富野由悠季/高橋良輔 色刷 B4二つ折り l枚 上映館名なし 98PI7317 
グラム
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951 ザ・ボーグマン・ラストバトル/パオ 根岸弘/製作(株)集英 色刷 85 l枚 ァアトル池袋 98P17318 
一来訪者 社、東宝(株)

952 サマータイムキラー/街の灯 アントニオ・イサシ/ 色刷 85 l枚 スカラ座 98P17319 
チャールズ・チャップ
リン

953 サマー・デイズ/ティーン・ウルフ2 ピーター・ダグラス/ 色刷 84二つ折り l枚 上映館名なし 98P17320 
ぼくのいとこも担だった クリストファー・レイ

チ

954 ザ・マドンナ/マドンナのスーザン スーザン・シーデルマ 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17321 
を探して ン

955 さようならカパくん/まっ黒なおべ 大津豊/出崎哲 色刷 85 2枚 宮城県民会館大 98P17322 
んとう ホール外7館

956 ザ・ライダー/躍るヒーロ一 片山 ジョー・マショット/ 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17323 
敬済 泉優二

957 ザ・レイプ/ダイヤモンドは傷つか 東陽一/藤田敏八 色刷 85 l枚 丸の内東映外1298P17324 
ない 館

958 さわこの恋/われに撃つ用意あり 広木隆一/若松孝二 色刷 85 l枚 札幌ピカデリー 98P17325 
2 

959 3人のゴースト/星の王子ニューヨ リチヤード・ドナー/ 色刷 85 4枚 セントラル劇場 98P17326 
ークに行く ジョン・ランディス

960 ClA殺しの報酬/スコルピオン エリオット・ホング/ 色刷 85 l枚 歌舞伎町シネマ 98P17327 
ウィリアム・リード 2 

961 ジエロームの時間/遠くを見れない ナサニエル・ドースキ 色刷 85 l枚 イメージフォー 98P17328 
男 イ/ピーター・ローズ ラム

962 四季/ベストフレンズ アラン・アルダ/ジョ 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17329 
ージ・キューカー

963 忍ぶ川/雪国 熊井啓/豊田四郎 色刷 17.4x34.6 l枚 福岡東宝 98P17330 
二つ折り

964 姉妹坂/雪の断章 大林宣彦/相米慎二 色刷 85 l枚 福岡東宝劇場 98P17331 

965 四万十川/長くつ下ピッピの冒険物 恩地日出夫/ケン・ア 色刷 85 l枚 98P17332 
語 ナキン

966 市民ケーン/十字砲火 オーソン・ウェルズ/ 色刷 85 4枚 福岡東宝劇場 98P17333 
エドワード・ドミトリ
ク

967 シャイニング/時計じかけのオレン スタンリー・キューブ、 色刷 85 l枚 丸の内松竹 98P17334 
シ リック

968 シャギードック/そら、見えたぞ、 チャールズ・パートン 色刷 A5 l枚 テアト Jレ銀座外 98P17335 
見えないぞ! /ロパート・パトラー 6館

969 じゃリンコチエ/フリテンくん 高畑勲/杉山卓 色刷 85 2枚 福岡宝塚劇場 98P17336 

970 シャレード '79/チェイサー ラモント・ジョンソン 色刷 85 l枚 仙台青葉劇場 98P17337 
/ジョルジュ・ロート
ネル

971 11人いる!/扉を聞けて 出崎哲外l名/清水恵 色刷 85 3枚 l枚福岡東宝劇 98P17338 
蔵 場、 2枚上映館

名なし
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972 十月/戦艦ポチョムキン セルゲイ .M・エイゼン 白黒印刷 85 l枚 東宝名画座 98P17339 
シュライノ

973 13日の金曜日 完結篇/ザ・キープ ジョセフ・ジット/マ 色刷 85 2枚 帝国座 98P17340 
イケル・マン

974 自由な女神たち/青春かけおち篇 久世光彦/松原信吾 色刷 85 l枚 新宿松竹 98P17341 

975 十八才、海へ/スーパーGUNレディ 藤田敏八/曽根中生 色刷 85 l枚 京極弥生座 98P17342 
ワニ分署

976 湘南爆走族/萄山奇伝天空の剣 山田大樹/ツイ・ハー 色刷 84二つ折り 1枚 シネマ旭外l館 98P17343 
ク

977 湘南爆走族皿 10オンスの紳/勝利 西沢信孝/芝田浩樹 色刷 85 l枚 梅田東映ホール 98P17344 
投手

978 少林寺木人拳/太陽のきずあと チェン・チー・ホウ/曽 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17345 
根中生

979 ジョーズ '87/ハリーとへンダスン ジョゼフ・サージェン 色刷 85 6枚 スカラ座 98P17346 
一家 ト/ウィリアム・デイ

ア

980 ジョニー・ハンサム/ロックアップ ウォルター・ヒル/ジ 色刷 85 l枚 スカラ座 98P17347 
ヨン・フリン

981 処刑遊戯/スネーキーモンキー蛇 村川透/ユアン・ウー・ 色刷 85 l枚 福岡東映 98P17348 
拳 ピン

982 死霊のしたたり/ニンジャ スチュアート・ゴード 色刷 84二つ折り l枚 札幌東映パラス 98P17349 
ン/サム・フアーステ
ンパーグ

983 死霊の棲む館/呪われたランプ リチヤード・フソード 色刷 85 l枚 梅田キネマ 98P17350 
マン/トム・デイリー

984 しろくまくん、どこへ?/走れ!白 貞光紳也/前田庸生 色刷 85 2枚 上映館名なし 98P17351 
いオオカミ

985 新・巨人の星/BiG-l(ビッグワン)物 監督名記載なし/吉田 色刷 85 l枚 飯塚東宝 98P17352 
語王貞治 喜重

986 仁義なき戦い完結篇/陸軍中野学 深作欣二/佐藤純弥 単色刷 85 l枚 飯塚東映 98P17353 
校

987 シンジェノア/ドリームデーモン ジョージ・エランジア 色刷 85 l枚 新宿武蔵野館 98P17354 
ン・ジュニア/ハーリ
一・コクリス

988 紳士同盟/ボクの女に手を出すな 那須博之/中原俊 色刷 84二つ折り l枚 東映グランド外 98P17355 
l館

989 シンデレラ/わんわん物語 ウィ 1レフレッド・ジャ 色刷 85 l枚 ニュー東宝シネ 98P17356I 
クソン外2名/グライ マl外l館
ド・ジェロニミ外2名

990 シンデレラ・ボーイ/タイムトラぶ コーリー・ユエン/イ 色刷 84二つ折り l枚 上映館名なし 98P17357 
フー ーグン・ウィリー

991 シンデレラ姫/ダンボ 監督名記載なし 色刷 85 l枚 渋谷スカラ座外 98P17358 
7館
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992 新フラパー/ハダシの重役 ロパート・スァィーブ 色刷 86 l枚 スタンプ「民音 98P17359 
ンスン/ロパート・パ 大阪サービスセ
トラー ンターJあり

993 酔拳/トラック野郎熱風5枚000キ ユアン・ウーピン/鈴 色刷 85 l枚 丸の内東映外1398P17360 
ロ 木則文 館

994 スーパーマリオブラザーズ2攻略 波多正美 色刷 85 4枚 福岡松竹 98P17361 
法/ピーチ姫救出大作戦!

995 スカイ・レイダース/若妻の匂い コリン・エグレストン 色刷 85 l枚 シネマ・ロキシ 98P17362 
/サルパトーレ・サン
ペリ

996 スキ1/山田パパアに花束を 渡漣孝好/大井利夫 色刷 85 4枚 福岡宝塚 98P17363 

997 好きぼくろ/ラブホテル 山本晋也/相米慎二 色刷 85 1枚 上映館名なし 98P17364 

998 醜聞(スキャンダlレ)/白痴 黒津明 白黒印刷 85 l枚 SABホール 98P17365 

999 スター・ウォーズジェダイの復讐/ リチヤード・マーカン 色刷 85 l枚 プラザ2 98P17366 
スター・ウォーズ帝国の逆襲 ド/アーピン・カーシ

ュナー

1000 スティゴールド/パカヤロー! 「私 村上修/森田芳光 色刷 85 l枚 フォーラム 98P17367 
怒ってますJ

1001 The Story of “CARROT FIELD" (スト 東山充裕/藤田秀幸 色刷 A4二つ折り l枚 パルコ・ステー 98P17368 
ーリーオブキャロット フィール ジ-ラボ
ド)/虎

1002 ストライキ/母 エイゼン・シュテイン 単色刷 85 l枚 明治生命ホール 98P17369 
/プドフキン

1003 スノーマン/ユニコ 監督名記載なし/平田 色刷 85 l枚 西多賀市民セン 98P17370 
敏夫 ター外5館

1004 スパイダーマン/溶解人間 E'W・スワックへイマ 色刷 85 l枚 浅草ロキシー外 98P17371 
一/ウィリアム・サッ 9館
チス

1005 素晴らしい海底旅行/チコと鮫 M.テ、ユピュイソン/ 色刷 85 l枚 東宝シネマ 98P17372 
フオJレコ・クイリチ

1006 スパルタンx/へブンリー・ボディー サモ・ハン・キンポー/色刷 85 l枚 弘前スカラ座 98P17373 
ズ ローレンス・ディーン

1007 スベクタ-x/魔界天使 リンゴ・ラム/ロー・カ 色刷 85 l枚 松竹地下劇場 98P17374 
-)レ・ウィン

1008 スリーメン&ベビー/ポリスアカデ レナード・ニモイ/ア 色刷 85 2枚 中洲大洋 98P17375 
ミ-5 マイアミ特別勤務 ラン・マイヤーソン

1009 醒拳(せいけん)/北斗の拳 チェン・チュアン/芦 色刷 85 4枚 東映パラス 98P17376 
田豊雄

1010 青春共和国/月の夜星の朝 小原宏祐/石山昭信 色刷 85 l枚 千代田劇場外1098P17377 
館

1011 青年の樹/若い人 西村潔/河崎義祐 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17378I 

1012 セーラー服と機関銃/燃える勇者 相米慎二/土橋亨 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17379 

1013 セーラー服と機関銃完壁版/装いの 相米慎二/監督名記載 色刷 84二つ折り l枚 東映グランド劇 98P17380 
街 なし 場

」

-284-



平成10年度収集寄贈賀料 中村洋一資料

番号 作品タイトJレ 監督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備考 備品番号

1014 切腹/張込み 小林正樹/野村芳太郎 単色刷 B5 l枚 朝日座 98P17381 

1015 背番号OO(ゼロゼロ)大奮戦/遁かな ビンセント・マックピ 色刷 A4 l枚 ニューOS劇場 98P17382 
る子熊の森 ーティ〆バーナード・

マックビーティ

1016 007ムーンレイカー/007私を愛した Jレイス・ギルパート 色刷 B5 l枚 98P17383 
スパイ

1017 戦艦ポチョムキン/竹山(ちくぎん) セルゲイ・エイゼンシ 色刷 B5 l枚 労音会館 98P17384 
ひとり旅 ュテイン/新藤兼人

1018 鮮血の美学/モンスター・イン・ザ・ ウェス・クレイブン/ 色刷 B5 l枚 歌舞伎町シネマ 98P17385 
クローゼット 暗閣の悪魔 ボブ・ダーリン 2 

1019 戦国魔神ゴーショーグン/浮浪(は 湯山邦彦/真崎守 色刷 B4二つ折り l枚 札幌東映パラス 98P17386 
ぐれ)雲

1020 早春物語/二代目はクリスチャン 深井信一郎/井筒和幸 色刷 B4二つ折り 16枚 プラザ2 98P17387 

1021 象物語/火の烏 2772 愛のコスモ 蔵原惟二・日野成道/ 色刷 B5 l枚 飯塚セントラル 98P17388 
ゾーン 杉山卓

1022 続名探偵ホームズ/天空の城ラピ 宮崎駿 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98P17389 
ュタ

1023 そして人生はつづく/友だちのうち アッパス・キアロスタ 色刷 B4二つ折り 5枚 2枚ユーロスペ 98P17390 
はどこ? 、、、 ース外l館、 3枚

シネテリエ天神

1024 そして誰もいなくなった/悲愁 ピーター・コリンソン 単色刷 B5 l枚 三越劇場 98P17391 
/ピリー・ワイルダー

1025 ソフィー遅すぎた出会い/スウィ ミレーユ・ダルク/ナ 単色刷 B5 l枚 東急レックス 98P17392 
ートライズ タリー・ドロン

1026 ゾンピ/ブルース・リーを探せ ジョージ・A・ロメロ/ 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98P17393 
リー・ツェ・ナム

1027 ダーティベア/パツ&テリー 真下耕一/アミノテツ 色刷 B5 l枚 松竹遊楽館 98P17394 
ロー

1028 だいじようぶマイ・フレンド/朔ん 村上龍/相米慎二 色刷 B5 l枚 テアトル会館 98P17395 
だカップルラブコールH1ROKO
オリジナル版

1029 タッチ/テイク・イット・イージー 前田庸生/大森一樹 色刷 B5 8枚 福岡宝塚劇場 98P17396 

1030 旅芝居行進曲/ロケーション 高橋勝/森崎東 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98P17397 

1031 旅立ち 亜美・終章/プロジェクトA びっくり箱/西島克彦 色刷 B4二つ折り 7枚 ピカデリー2 98P17398 
子

1032 Wの悲劇/天国にいちばん近い島 津井信一郎/大林宣彦 色刷 B4二つ折り l枚 上映館名なし 98P17399 

1033 ダブルベット/武蔵野心中 藤田敏八/柴田敏行 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98P17400 

1034 ダブルボーダー/モーニング・アフ ウォJレター・ヒJレ/シ 色刷 B5 l枚 仙台東宝 98P17401 
ター ドニー・ルメット

1035 弾丸刑事ニック&フランク/超高 ジャック・スマイト/ 色刷 B5 l枚 歌舞伎町シネマ 98P17402 
性能兵器サイクロン フレッド・オラン・レイ 2 

1036 探偵物語/時をかける少女 根岸吉太郎/大林宣彦 色刷 B4二つ折り l枚 高田馬場東映パ 98P17403 
ラス
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1037 ダンボ/ピノキオ べン・シャープスティ 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98P17404 
ン/ハミルトン・ラス
ケ

1038 チェッカーズSONGFOR U.S.A./プル 斎藤光正/多賀英典 色刷 B5 6枚 福岡宝塚 98P17405 
シアンプルーの肖像

1039 父/母 木下恵介/松山善二 色刷 B5 2枚 仙台松竹 98P17406 

1040 地中海殺人事件/ランボー ガイ・ハミルトン/テ 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98P17407 
ツド・コッチェフ

1041 チャップリンの独裁者/時よとまれ チャールズ・チャップ 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98P17408 
君は美しい リン/ジョン・シユレ

ンジャー外7名

1042 チャンプ/ふたりだけの微笑 フランコ・ゼフィレツ 色刷 A4 3枚 シネマl 98P17409 
リ/ロパート・マーコ
ウィッツ

1043 超高原ホテル殺人事件/やさぐれ刑 貞永方久/渡遊祐介 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98P17410 
事(デカ)

1044 超高層ハンテイング/ラスト・フラ 服部光則/川村毅 色刷 B5 l枚 ニュー大洋2 98P17411 
ンケンシュタイン

1045 チンプイ エリさま活動写真/ドラ 色刷 B5 2枚 福岡宝塚劇場 98P17412 
えもんのび太とアニマル惑星

1046 ツイン・ドラゴン/フリージャック ツイ=ハーク・リンゴ・ 色刷 B5 5枚 プラザ劇場 98P17413I 
ラム/ジョフ・マーフ
イー

1047 つぐみ TSUGUMI/パカヤロー!3rへ市川準/鹿烏勤{也3名 色刷 B5 11枚 上映館名なし
んな奴らj

1048 椿姫/橋 山田洋次/島宏 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98P17415 

1049 奮の眺め/部長の愛人ピンクのス 問中登/上垣保明 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98P17416 
トッキング

1050 積み木くずし/ママ、泣かないで 斉藤光正/トーマス・ 色刷 B5 l枚 仙台東宝 98P17417 
フラッド

1051 ディック・トレイシー/プリテイ・ウ ウォーレン・べイティ 色刷 B5 3枚 仙台東宝 98P17418 
ーマン /ゲーリー・マーシャ

lレ

1052 刑事(デカ)珍道中/野獣死すべし 斉藤光正/村川透 色刷 B4二つ折り l枚 飯塚東映 98P17419 

1053 デコーダー/パロウズ ムシャ/ハワード・ブ 色刷 B5 l枚 吉祥寺パウスシ 98P17420 
ルックナー アター

1054 デジタル・デビル物語(ストーリー) 西久保瑞穂/上村修 色刷 B5 3枚 テアトル西新
女神転生/みんなあげちゃう

1055 テックス/ネパー・クライ・ウルフ ティム・ハンター/キ 色刷 B5 l枚 テアトル会館 98P17422 
ヤロlレ・バラード

1056 デモンズ/霊幻道士 ランベルト・パーパ/ 色刷 B5 4枚 福岡東宝劇場 98P17423 
リッキー・リュウ

1057 電映少女/ふしぎの海のナディア 金田龍/青野昌 色刷 B5 l枚 シネマさっぽろ 98P17424 
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1058 天井桟敷の人々/普通の人々 マルセル・カルネ 色刷 12.7X 18.0 l枚 98P17425 
二つ折り

1059 テンプルちゃんの小公女/惑星アド ウォルターラング/ウ 色刷 84二つ折り l枚 三越劇場 98P17426 
ベンチャー ィリアム・キャメロン・

メッシーズ

1060 東京上空いらっしゃいませ/パチン 相米慎二/辻理 色刷
コ物語

85 7枚 上映館名なし 98P17427 

1061 童貞/港のヨーコヨコハマヨコス 貞永方久/山根成之 単色刷 85 l枚 98P17428 
カ

1062 トゥモロー/ハリケーン パル・ゲスト/ヤン・ト 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17429 
ロエル

1063 時空(とき)の旅人/火の烏 りんたろう/真崎守 色刷 85 5枚 i枚シネマ2、4 98P17430 
枚新宿武蔵野館

1064 ドクター・ブ、ツチャー/人喰族 フランク・マーティン 色刷 84二つ折り l枚 シネマ仙台 98P17431 
/ウンベルト・レンツ
イ

1065 どすこい!わんぱく土俵/土俵の鬼 (総監督)神山征二郎/ 色刷 85 4枚 上映館名なし 98P17432 
たち 吉永尚之

1066 特攻サンタ守一ボルト作戦/パリ特撮 アービン・カーシュナ 色刷 85 l枚 歌舞伎町シネマ
刑事 一/マックス・ペカス 2外l館

1067 トットチャンネル/19ナインティー 大森一樹/山下賢章 色刷 85 5枚 日乃出劇場・福 98P17434 
ン 岡宝塚劇場

1068 となりのトトロ/火垂るの墓 宮崎駿/高畑勲 色刷 85 l枚 フォーラム図 98P17435I 
柄トトロ白色べ
ース

1069 となりのトトロ/火垂るの墓 宮崎駿/高畑勲 色刷 85 7枚 福岡宝塚劇場 98P17436 
図柄トトロ黒色
ベース

1070 ドミニオン/変幻退廃行 カルラ舞 真下耕一/石山タカ明 色刷 85 l枚 新宿東映パラス 98P17437 
う! 2 

1071 ドラゴン危機一髪/ブルース・リー ロー・ウェイ 色刷 85 l枚 札幌東映 98P17438 
ドラゴン怒りの鉄拳

1072 トラック野郎一番星北へ帰る/水 鈴木則文/記載なし 色刷 85 l枚 飯塚東映 98P17439 
戸黄門

1073 トラック野郎故郷(ふるさと)特急 鈴木則文/久世光彦 色刷 85 l枚 丸の内東映外1498P17440 
便/夢一族ザ・らいばる 館

1074 トラブルシュータ一 過去を消す 監督名記載なし/マリ 単色刷 85 2枚 東急レックス 98P17441 
男/バブルガム・ラパーズ 一・キャラハン

1075 トラブルマン笑うと殺すゾ/ホワ 山下賢章/小谷承靖 色刷 85 l枚 敷島シネマ 98P17442 
イト・ラブ

1076 トランザム7000 激突パトカ一軍 ハlレ・ニーダム/ジョ 色刷 85 l枚 大洋外l館 98P17443 
団/ブルース・ブラザーズ ン・ランディス

1077 掬んだカップル/まことちゃん キ目米慎二/芝山努 色刷 85 l枚 飯塚永楽館 98P17444 

1078 ドン松五郎の大冒険/パタリアン2 後藤秀司/ケン・ヴィ 色刷 85 2枚 シネマl 98P17445 
ーダー・ホン
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1079 ナイン/みゆき 杉井ギサブロー/井筒 色刷 85 l枚 98P17446 
和幸

1080 長くつ下ピッピの冒険物語/霊幻道 ケン・アナキン/リッ 色刷 85 l枚 仙台東宝 98P17447 
士3 キー・リュウ

1081 難波金融伝 ミナミの帝王劇場版 西村昭五郎/長石多可 色刷 85 l枚 銀座シネパトス 98P17448 
PART、/爆走トラッカ一軍団 男

1082 ナビゲイター/霊幻道士2 キヨン ランダル・クライサー 色刷 85 l枚 福岡東宝劇場 98P17449 
シーの息子たち /リッキー・リュウ

1083 なんとなく、クリスタル/鹿性の夏 松原信吾/蜂川幸雄 色刷 85 l枚 大天地松竹 98P17450 

1084 難破船/母親・クーガーの一生 ロパート・スティヴン 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17451 
スン/ジェームス・カ
一トランド

1085 NEO英雄伝説アルスラーン戦記H 浜津守/井出安軌/真 色刷 85 11枚 98P17452 
/サイレント・メビウス2/風の大陸 下耕一

1086 ネパーエンデイングストーリー/ ウォルフガング・ベー 色刷 85 l枚 98P17453 
8MXアドベンチャー ターゼン/ブライアン

ト-トレンチヤード・ス
ミス

1087 眠れる森の美女/ピーターバン クライド・ジエロニミ 色刷 85 l枚 みゆき座外4館 98P17454 
/ハミルトン・ラスケ

1088 逃がれの街/夜明けのランナー 工藤栄一/中岡京平 色刷 85 l枚 飯塚永楽館 98P17455 

1089 野菊の墓/肌えろ鉄拳 津井信一郎/鈴木則文 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17456 

1090 灰色グマの一生/ピノキオ 監督名記載なし 色刷 A4 l枚 梅田シネマ外3 98P17457 
館

1091 バイオ・インフェルノ/未来世紀ブ ハル・パーウッド/テ 色刷 85 4枚 シネマ2 98P17458 
ラジル リー・ギリアム

1092 はいからさんが通る/ビーパップ・ 佐藤雅道/那須博之 色刷 84二つ折り l枚 梅田東映 98P17459 
ハイスクール

1093 灰とダイヤモンド/夜のダイヤモン アンジェイ・ワイダ/ 単色刷 85二つ折り l枚 98P17460 
ド ヤン・ニェメッツ

1094 白鳥の湖/ロミオとジュリエット z.トゥルビエワ/L・ア 色刷 85 3枚 l枚サンシャイ 98P17461 
ルンシュタム ン劇場、 2枚目

立ホール

1095 幕末純情伝/ぼくらの七日開戦争2 薬師寺光幸/山崎博子 色刷 85 14枚 上映館名なし 98PI7462 

1096 爆裂都市/水のないプール 石井聴亙/若松孝二 色刷 85 l枚 札幌東映ホール 98P17463 

1097 波光きらめく果て/離婚しない女 藤田敏八/神代辰巳 色刷 85 5枚 上映館名なし 98PI7464 

1098 パタリロ スターダスト計画/へッ 西沢信孝/山根成之 色刷 85 l枚 98P17465 
ドフォンララバイ

1099 初恋メモリー/ピックアップ・アー デイピッド・セルツァ 色刷 85 l枚 銀座シネパトス 98PI7466 
チスト 一/ジェームズ・ロパ l外3館

ック

1100 ノ号ッセンジャー 過ぎ去りし日々/ 和泉聖冶/フランキ 色刷 85 4枚 新宿松竹 98P17467 
パンダ物語 一・キューン
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1101 800万の死にざま/ランナウェイ パレ・アシュビー/リ 色刷 85 l枚 大洋 98P17468 
18才の標的 チヤード・タッグツレ

1102 花のあすか組1/ぼくらの七日間戦 援洋一/官原比呂志 色刷 85 4枚 3枚仙台東宝2、 98P17469 
争 l枚シネマ2

1103 花の係長/マンザイ太閤記 岡崎稔外l名/津田隆 色刷 85 l枚 弥生座 98P17470 
冶外l名

1104 花のズッコケ児童会長/山ねずみの 中島俊彦/監督名記載 色刷 A5 l枚 城南市民センタ 98P17471 
ロッキーチャック なし 一外6館

1105 花嫁観光船/反逆の旅 瀬川昌冶/渡海祐介 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17472 

1106 ハリウッド・コップ/レッドソニア アミール・シャーパン 色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17473 
/リチヤード・フライ
シャー

1107 パリ、夜は眠らない/マン・イント ジェニー・リヴイング 色刷 84二つ折り 3枚 シネ・ヴィヴァ 98P17474 
ゥー・ウーマン ストン/リサ・ウーマ ン-六本木

ン

1108 晴れ、ときどき殺人/湯殿山麓呪い 井筒和幸/池田敏春 色刷 85 l枚 98P17475 
村

1109 ハワード・ザ・ダック 暗黒魔王の陰 ウイラード・ハイク/ 色刷 85 6枚 ピカデリーl 98P17476 
謀/マネーピット リチヤード・べンジャ

ミン

1110 パンクゃラテ、シュ 虐殺の9ヶ月/夜 ルイ・スークレブ/ア 色刷 85 1枚 丸の内東宝外3 98P17477 
と霧 ラン・レネ 館

1111 ノ、ンター/フライングハイ パズ・キューリック/ 色刷 85 l枚 大洋 98P17478 
ジム・アブラハム

1112 ビー・パップ・ノ、ィスクール 高校与 那須博之/山口和彦 色刷 84二つ折り l枚 札幌東映劇場 98P17479 
太郎音頭/菩提樹 リンデンパウム

1113 ビー・パップ・ハイスクール/野蛮人 那須博之/川島透 色刷 84二つ折り 4枚 福岡東映グラン 98P17480 
のように ド

1114 ビー・パップ・ハイスクール高校与太 那須博之/中田新一 色刷 84二つ折り 5枚 福岡東映 98P17481 
郎哀歌(エレジー)/ビー・フリー

1115 ヴィクセン/フアスター・プシィキ ラス・メイヤー 色刷 85 l枚 98P17482 
ヤツト!キlレ!キJレ1

1116 ヴィトゲンシュタイン/ブルー デレク・ジャーマン 色刷 84二つ折り 4枚 シネ・ヴィヴァ 98P17483 
ン-六本木

1117 ビッグ・ショット/ランポー3 怒り ロパート・マンデル/ 色刷 85 l枚 仙台東宝 98P17484 
のアフガン ピーター・マクドナル

ド

1118 必殺コマンド/メタyレストーム デピット・ウインター 色刷 85 l枚 歌舞伎町シネマ 98P17485 
ス/チャールズ・パン 2外l館
ド

1119 必殺マグナム/ブービートラップ J.リー・トンプソン/ 色刷 85 2枚 ニコー劇場 98P17486 
フランキー・シェーフ
ロー

1120 ピッピの新しい冒険/ほえろブンブ オルレ・へルボン/平 色刷 A5 l枚 西市民センター 98P17487 
ン 田敏夫 外9館
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番号 作品タイトル 監督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備考 備品番号

1121 火の馬/ピロスマニ セルゲイ・パラジャノ 単色刷 85 l枚 SABホール 98P17488 
フ/ゲオルギー・シェ
ンゲラーヤ

1122 ピパリーヒルズコップ'2/世にも不 トニー・スコット/ス 色刷 85 5枚 4枚ピカデリーl98P17489 
思議なアメージング・ストーリー ティーブン・スピルパ 外l館、 l枚グラ

ーグ ンドシネマ

1123 101匹(びゃくいつひ。き)わんちゃん/ 色刷 85 l枚 98P17490 
リトル・マーメイド

1124 漂流教室/ブロジェクトA2 史上最 大林宣彦/ジャッキ 色刷 85 6枚 シネマl 98P17491 
大の標的 一・チェン

1125 ピロスマニ/メキシコ万歳 ゲオルギー-シェンゲ 色刷 85 l枚 シネマ5 98P17492 
ラーヤ/セルゲイ・エ
イゼンシュテイン

1126 ピンクレディーの活動大写真/炎の 小谷承靖/河崎義祐 色刷 85 l枚 宝塚劇場 98P17493 
舞

1127 フィメール・トラブル/ピンク・フラ 色刷 85 2枚 98P17494 
ミンゴ

1128 フェリーニの監督ノート/プロピデ フェデリコ・フェリー 色刷 85 l枚 98P17495 
ンス ニ/アラン・レネ

1129 フェリーニの都/魔術師フェリーニ フェルッキオ・カスト 色刷 85 l枚 イメージフォー 98P17496 
ロヌオーヴォ/ロジャ ラム
一・エールス

1130 フォーエヴァー・ヤング/プライベ スティーヴ・マイナー 色刷 B4二つ折り l枚 福岡ピカデリー
一ト・レッスン / 

1131 双子座の女/ルージュ 山城新伍/那須博之 色刷 85 l枚 新宿につかっ 98P17498 

1132 ふ・た・り・ぽ・つ・ち/またまたあぶ 榎戸耕史/一倉治雄 色刷 84二つ折り l枚 仙台東映パラス
ない刑事(デカ) 劇場

1133 ぶっちぎり横浜銀蝿/冒険者カミカ 村松保宗/腐森立一 色刷 85 l枚 上映館名なし
ゼ

1134 冬の光/魔術師 イングマール・ベルイ 単色刷 85 l枚 岩波ホール 98P17501 I 
マン

1135 冬物語/YAW.政A! 来るぞ!勝利の女 倉内均/吉田一夫 色刷 85 4枚 2枚福岡宝塚、 l98P17502 I 
神が! 枚目劇東宝、 l

枚目乃出劇場

1136 ブラックホーJレ/ロンドンコネクシ ゲイリー・ネルソン/ 色刷 85 l枚 福岡東宝劇場 98P17503 
ョン ロパート・クラウス

1137 フラミンゴ殺法天中拳/Mr.ノーボ スー・ツェン・ピン/カ 色刷 85 l枚 福岡松竹 98P17504 
ディー 一・マック

1138 ブロウアップ・ヒデキ/夜霧の訪問 田中康義/井上梅次 単色刷 85 l枚 上映館名なし 98P17505 
者

1139 プロジェクト・イーグル/ミュータ ジャッキー・チェン/ 色刷 85 4枚 シネマl 98P17506 
ント・タートルズ スティーブ・バロン

1140 プロヴァンス物語 マルセルのお城 イヴ・ロベール 色刷 84二つ折り 2枚 自由がE武蔵野 98P17507 
/プロヴァンス物語 マルセルの夏 館外2館
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番号 作品タイト lレ 監督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備考 備品番号

1141 塀の中のプレイボール/竜馬を斬つ 鈴木則文/山下耕作 色刷 B5 l枚 山形松竹 98P17508 
た男

1142 べイビー・トーク/マグノリアの花 エイミー・へッカリン 色刷 B5 6枚 宝塚シネマl 98P17509 
たち グ/ハーパート・ロス

1143 炎の肖像/宵待草 藤田敏八外l名/神代 単色刷 B5 l枚 飯塚永楽館 98P1751O 
辰巳

1144 ポリスアカデミー2 全員出動1/マ ジエリー・パリス/ジ 色刷 B5 5枚 大洋外l館 98P17511 
ッドマックス サンダードーム ョージ・ミラー外l名

1145 ポリスアカデミー4 市民パトロー ジム・ドレイク/リチ 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98P17512 
ル/リーサル・ウエポン ヤード・ドナー

1146 本場ぢよしこうマニュアル初恋微 中田新一/那須博之 色刷 B4二つ折り l枚 上映館名なし 98P17513 
熱篇/ビーパップハイスクール高
校与太郎行進曲

1147 マイ・ロード/夕暮まで キクオ・カワサキ/黒 色刷 B5 l枚 日乃出劇場 98PI7514 
木和雄

1148 魔性の香り/女豹 池田敏春/小原宏裕 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98PI7515 

1149 魔法の天使クリィーミーマミ ロン 監督名記載なし/湯山 色刷 B5 l枚 松竹シネサロン 98P17516 
グ・グッドパイ/魔法のプリンセス 邦彦 外4館
ミンキーモモ 夢の中の輪舞(ロン
ド)

1150 まんじ 記/四畳半色の濡衣 横山博人/向井寛 色刷 B5 l枚 札幌東映ホール 98PI7517 

1151 右曲がりのダンディー/六本木パナ 那須博之/成田裕介 色刷 B4二つ折り l枚 札幌東映劇場 98P17518 
ナ・ボーイズ

1152 ミスター・ブー ギャンブル大将/ マイケlレ・ホイ/宮崎 色刷 B5 l枚 日乃出スカラ座 98P17519 
ルパン三世 カリオストロの城 駿

1153 モロッコ慕情/歴史は夜作られる カーティス・パーンハ 単色刷 B5 l枚 二越劇場 98P17520 
一ト/フランク・ボゼ
ージ

1154 YAWARA! それゆけ腰ぬけキッズ1/ ときたひろこ/鈴木行 色刷 B5 l枚 シネアートl 98P17521 
らんま 1/2 決戦桃幻郷!花嫁を奪り
もどせ

1155 タぐれ族/指を濡らす女 曽根中生/神代辰巳 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98P17522 

1156 横浜ばつくれ隊夏の湘南純愛篇/ 中国信一郎 色刷 B4二つ折り l枚 シネマアルゴ新 98P17523 
レディース!! 宿

1157 ラッシー/リトル・ロマンス ドン・チャフィ/ジョ 色刷 B5 l枚 衆楽70m/m劇場
ージ・ロイ・ヒル

1158 ランボー2 怒りの脱出/lレパン三 ジョージ.p.コスマト 色刷 B5 l枚 東宝日劇 98PI7525 
世パビロンの黄金伝説 ス/鈴木清11慎他

1159 リフ・ラフ/レイニング・ストーンズ ケン・ローチ 色刷 B4二つ折り 1枚 三百人劇場 98P17526 

1160 ルパン三世 カリオストロの城/ル 宮崎駿/古川惣司 色刷 B5 l枚 プラザ劇場 98PI7527 
パン三世ルパンvsクローン(複製人
間)
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3作品以上掲載

番号 作品タイトル

1161 あ-うん/彼女が水着にきがえたら/ガンヘッド/どっ
ちにするの。/本覚坊遺文千利休

1162 赤いリボンに乾杯!/エミールと探偵たち/灰色グマの
一生/101匹わんちゃん大行進

1163 アメリカ物語/ピパリーヒルズコップ2/世にも不思議
なアメージング・ストーリー

1164 暗黒組織/殺人拳2/色情トルコ日記/山口組外伝

1165 海のうた/チリンの鈴/パラの花とジョー

1166 エJレヴァイラ/ジキlレとハイド/フェイスレス/亡霊は
2度死ぬ

1167 おいしい結婚/おもひでぽろぽろ/就職戦線異状なし/
波の数だけ抱きしめて/ぺンタの空

1168 黄金パット/月光仮面/七色仮面

1169 担/さらば相棒/ハーレム・バレンタイン・デイ

1170 おろしや国酔夢誇/課長島耕作/紅の豚/未来の想い出
ラストクリスマス/ミンボーの女

1171 華麗なるギャツピー/シヤレード/ステイング

1172 がんばれ!ティティくん大作戦/ドクサページの大冒
険/ゆかいな動物園

1173 キ一トンの探偵学入門/キ一トンの化物屋敷/キ一トン
の船出

1174 ギャラガ/ザ・ボーグマン・ラストバトル/パオー来訪
者/プロジェクトA子/プロジェクトA子完結編/マガ
ゾン23

1175 県立地球防衛軍/ザ・ヒューマノイド/るーみつくわー
るど 炎トリッパー

1176 コックと泥棒、その妻と愛人/最後の貴族/小さな泥棒

1177 子猫物語/天空の城ラピュタ/東映まんがまつり(キャ
プテン翼外3本)

1178 最後の少林寺/サンタモニカ・ダンディ/スクワッド
栄光の鉄人軍団/私のパパはマフィアの首領(ドン)

1179 3人のゴースト/星の王子ニューヨークに行く/背信の
日々/ミッドナイトラン

1180 CINE PROGRAM ' 85 (愛染恭子の未亡人下宿外5本)

1181 おもひでぽろぽろ/キンダガ一トンコップ/パックドラ
フト/ホームアローン

1182 白い牝鹿たち/欝織と海と太陽と/蓄積の星座

」一一

掲載本数

5本

4本

3本

4本

3本

4本

5本

3本

3本

5本

3本

3本

3本

6本

3本

3本

3本

4本

4本

6本

4本

3本
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品質・形状

色刷

色刷

色刷

単色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

色刷

」ー

用紙サイズ 員数 備考 備品番号

85 !枚 福岡宝塚劇場外 98P17528 
9館

7.5x21.2 l枚 上映館名なし 98P17529 

85 8枚 福岡ピカデリー 98P17530 
外l館

85 i枚 飯塚東映 98P17531 

85 l枚 高松グランド松 98P17532 
竹

85 l枚 なんば千日会館 98P17533 

85 l枚 日劇東宝 98P17534 

85 l枚 大阪毎日ホール 98P17535 

85 l枚 新宿東急外4館 98P17536 

85 l枚 日劇東宝外55館 98P17537 

85 l枚 三越ロイヤルシ 98P17538 
アター

85 l枚 名画座ミラノ 98P17539 

85 l枚 シネマ2 98P17540 

85 l枚 アニメシアター 98P17541 
-テアトル池袋

85 4枚 てあとる西新 98P17542 

A4 7枚 シネアート2 98P17543 

85 2枚 福岡東映外2館 98P17544 
東映まんがまっ
りはNO.595と同
じ

85 l枚 有楽シネマ 98P17545 

85 5枚 丸の内ルーブル 98P17546 
外4館

85 l枚 上映館名なし 98P17547 

85 l枚 渋東シネタワー
1~4 

85 l枚 千日会館 98P17549 
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番号 作品タイトル 掲載本数 品質・形状 用紙サイズ 員数 備考 備品番号

1183 次郎物語/竹取物語/トットチャンネル/19ナインティ 6本 色刷 B5 3枚 中糊宝塚劇場外 98P17550 
一ン/ハワイアン・ドリーム/ラッコ物語 l館

1184 卒業/タクシー・ドライパー/ラスト・ショー 3本 色刷 B5 l枚 自由が正武蔵野 98P17551 
館

1185 大丈夫日記/ミスター・ノース風をはこんだ男/ミッド 3本 色刷 B5 l枚 東急レックス 98P17552 
ナイト・クロッシング

1186 だれのものでもないチエレ/抵抗の詩PARTII/ピカド 3本 色刷 B5 l枚 SABホール 98P17553 
ン

1187 トリコロール青の愛/赤の愛/自の愛 3本 色刷 B5 4枚 1レ・シネマ 98P17554 

1188 永遠(とわ)に美しく/ベートーベン/不法侵入/レイジ 4本 色刷 B5 4枚 上映館名なし 98P17555 
ングケイン

1189 につかっロマンポルノ(OH!タカラヅカ外8本) 9本 色刷 B5 1枚 上映館名なし 98P17556 

1190 につかっロマンポルノ(後ろから前から外5本) 6本 色刷 B5 1枚 上映館名なし 98P17557 

1191 につかっロマンポルノ(団地妻昼下がりの情事外7本) 8本 色刷 B5 l枚 上映館名なし 98P17558 

1192 ネクロノミカン:ザ・ライブラリー/ザ・ドラウンド/ 3本 色刷 B5 l枚 松竹セントラル 98P17559 
ウイスパーズ 3外l館

1193 ピルマの竪琴/夜文/乱 3本 色刷 B5 l枚 東宝公楽 98P17560 
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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

旧吉川観方コレクション

〈資料内訳〉短冊・…・・・・……..・・一…-…・・……3，162件3，162点

番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

4045 俳句短冊「かねを撞く…j 州一 35.7x6.0 裏鉛筆書「風帖J 4011 93811181 

4046 俳句短冊「寂しさや・..J 芙重 32.5x5.6 6949 93811182 

4047 和歌短冊(海漣霧) 芝吉 36.5x6目。 裏鉛筆書「兵庫勝三原郡康田村 森苦手芝吉J 6542 93811183 

4048 俳句短冊「鴫立や・・.J 芝行 34.9X5.7 裏「肥前国平戸芝行若勝治郎J 1136 93811184 

4049 俳句短冊(瓢口大人の開庵 芝山 36.1 x5目9 2793 93811185 
を祝して)

4050 俳句短冊「呑足らぬ・..J 芦山 35.3x6.0 裏「畑芦山J 0010 93811186 

4051 俳句短冊(口口口雅兄の快 芦山 35.7X6.0 1913 93811187 
気を祝して)

4052 俳句短冊表(銀婚式の御 芦山 35.7x 表裏俳句あり 3605 93811188 
祝として御酒料を給りし 6.0(裏)

中野氏御祖母の八十有四
の高齢を祝して)・裏(大西

うじの礎に息女を口口口
を祝して)

4053 俳句短冊(岸田大君の東京 芦山 36.2x6.2 3609 93811189 
へ口口ふを祝して)

4054 俳句短冊佃中君母公の還 芦山 36.3x6.0 裏鉛筆書「畑芦山J 3611 93811190 
暦を祝して)

4055 俳句短冊(老母の七回に口 芦山口 36.3 x 5.8 3162 93811191 
口まつる)

4056 俳句短冊表(椿宝居士の 芦山(表)、鷺 34.7X 表裏俳句あり 3615 93811192 I 
清浄忌に口を捻りて)・裏 山(裏) 5.9{表)
(中川君の還暦の寿を祝し

て)

4057 俳句短冊表(大西うじの 芦山(裏) 35.7x 表裏俳句あり 3595 93811193 
礎lこ息女を..)・裏(銀婚式 6.0(裏)

の御祝として御酒料を給
りし中野氏御祖母の八十
有四の高齢を祝して)

4058 和歌短冊「雲と日の・・・」 芦闘 36.4X6.0 裏鉛筆書「新年J 1221 93811194 

4059 和歌短冊(新年祝鶏亘) 芦蓮老人 36.5 x 5.9 6612 93811195 

4060 和歌短冊「色かへぬ・..J 芭庵 36.1 x5.9 5635 93811196 

4061 俳句短冊「滝上は・・.J 芭水 36.2X6.0 0042 93811197 

4062 俳句短冊「雨の日や・・・J 花口 36.4x6.0 3848 93811198 

4063 和歌短冊(口野の山に花見 花口 35.6 x 5.6 6093 93811199 
にまかりて)

4064 俳句短冊(口納とみ子婦人 花雲道人 36.3x6.0 裳朱書「権大教正花之本稲雄J 4009 93811200 
の古稀賀を祝ふと…)

4065 和歌短冊(虫) 花守 36.0X5.8 「柴田花守j 5226 93811201 

一
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

4066 和歌短冊はし野竹林園に 花守 36.2 X6.0 裏「東尽春秋雨」鉛筆書「柴田花守ヵ 明治 5686 93811202 
よめる) 廿三残、八十二才J/r[姓名]柴田花守[生]

文化六(一八0九)年正月八日[没]明治三三
(一八九0)年七月一一日(八二) [住所]肥前の
人[流派]画は武富把雨、神道実行教管長

[その他] r咲闇集.1 r画学南北排』蓮月尼の
絵は多く口の人が代筆したJ

4067 俳句短冊「若あゅの・・・j 花樵 36.2 x6.0 5951 93811203 

4068 和歌短冊「浦千鳥・・.J 花城 35.2x5.9 0071 93811204 

4069 和歌短冊rl、ろほしさ…J 花城 35.5X5.9 0104 93811205 

4070 俳句短冊「君 ・・・」 花水 35.8x6.0 2624 93811206 

4071 俳句短冊「咲むめも・・.J 花仙 36.3x5.6 裏鉛筆書「田中(※線引で消去)花仙 稿文五 1151 93811207 
郎、此川堂と号す、千梅の孫、鋳物師、近江
人、明和八年二月六日残、年j

4072 和歌短冊(百日紅) 芳 36.3x6.1 0663 93811208 

4073 和歌短冊(河上落葉) 芳秋 36目OX6.0裏鉛筆書「山ノ内氏 名古屋の人J 6008 93811209 

4074 和歌短冊(黒) 芳口 36.3x6.0 裏鉛筆書「西廿ノ内」 5710 93811210 

4075 和歌短冊(野径蛍) 芳介 35.3x6.3 0720 93811211 

4076 和歌短冊(蟹) 芳介 36.0X6.1 裏「伏見稲荷神官近藤芳介J 0721 93811212 

4077 和歌短冊(旅中橋衣) 芳介 36.3X6.0 裏鉛筆書「近藤芳介J 0722 93811213 

4078 和歌短冊 芳介 35.7X6目。 「近藤芳介j 5213 93811214 

4079 和歌短冊(春闘 芳久 34.8x5.8 7241 93811215 

4080 俳句短冊「薫風や・・.J 芳距 36.2 X5.9 裏朱印「車口神社」 2678 93811216 

4081 和歌短冊「人のみが・"J 芳子 36.2x6.0 裏「和辻」 2002 93811217 

4082 和歌短冊「わか葉さす・・・」 芳子 36目1x6.1 裏「口口和辻」 4532 93811218 

4083 和歌短冊「みいっそふ…J 芳樹 36.2X6.1 裏「神に仕へl口ふ栗山大人の栄口を口口口き 2868 93811219 
て桑原芳樹J/r桑原芳樹橿原神宮々司、
皇大神宮少宮司等歴任J

4084 俳句短冊(陽後の吉辰貞女 芳樹 36.4X6.0 表裏同じ句あり 4006 93811220 
君の髪口を祝して)

4085 和歌短冊(立春) 芳樹 36.5X6.0 「大平門近藤芳樹j 4874 93811221 

4086 和歌短!日Hみやびをの"'J 芳樹 36.3x5.9 「大平門近藤芳樹」 5212 93811222 

4087 和歌短冊(述懐) 芳秋 36.4x6.1 「山内芳秋J 4861 93811223 

4088 和歌短冊(冨士山) 芳秋 36.0X5.9 「景樹門山内芳秋」 4938 93811224 

4089 和歌短冊「国民の・・.J 芳春 36.2X6.0 裏鉛筆書「五条四J 1196 93811225 

4090 和歌短冊「しきしまの…J 芳春 36.3x6.0 裏「小森J 4500 93811226 

4091 和歌短冊「山陰の・・.J 芳章 36.4X6.0 7340 93811227 

4092 平1]歌短冊(老恋) 芳章 36.2X6.1 7341 93811228 
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4093 和歌短冊(斎蘭克林) 芳野 36.3X6.1 裏「江戸榊原芳野J 0357 93811229 

4094 俳句短冊(梧洞庵の嗣号を 芳律 36.4x6.0 4178 93811230 
祝す)

4095 俳句短冊fまつ脅や・"J 芹沙 36.3x6.2 裏鉛筆書「正ノ内j 0014 93811231 

4096 俳句短冊f海苔柴に・・・j 芹舎 36.3X6.0 r(鉛筆書)花の本十世八木芹舎J 5087 93811232 

4097 俳句短冊(瓢酔君の開庵を 芹丈 36.4x6.0 5934 93811233 
祝して)

4098 和歌短冊(東山風景花の口 直 37.4X6.1 f書道の大家貫名(ヌキナ)海屋 京都の儒者、 1703 93811234 
を見口て) 名は直、字は君茂、号穂翁書道の大家にして

又書をも能くす文久三年六月 残年八十六J
「貰名藤翁 日本一といはれた書家J

4099 和歌短冊「鶴は千代・"J 若雅 35.0x6.1 6648 93811235 

4100 和歌短冊(冬月) 若駒 36.1 X5.5 0068 93811236 

4101 俳句短冊「年よらぬ…j 若夢 35.7x6.0 「蕪村門四世夜半亭若夢J 5018 93811237 

4102 和歌短冊(暁山雲) 英一 36.0X5.9 絹本 「外山英一J 3322 93811238 

4103 和歌短冊(高橋君の新婚を 英幸 36.4X6.0 0410 93811239 
祝ひて竹不改色といふこ
とをよめる)

4104 和歌短冊(終日封泉) 英親 36.3x6.0 2000 93811240 

4105 和歌短冊(松下納涼) 英親 36.5X6.0 2450 93811241 

4106 和歌短冊(鐙聾送秋) 茂岳 36.2x5.7 1411 93811242 

4107 和歌短冊(瀧) 茂岳 36.1 X6.0 裏鉛筆書「植松口岳J 2383 93811243 

4108 和歌短冊(原上薄) 茂岳 36.1 x6.0 『植松茂岳J 5193 93811244 

4109 和歌短冊「佐保山の・"J 茂義 36.4x6.0 6287 93811245 

4110 和歌短冊(住吉浦) 茂行 36.4X5.9 裏鉛筆書「前川氏ヵ 有栖川家侍、弘化二、 3618 93811246 
十二、十七残、世ーj

4111 和歌短冊(タ春雨) 茂済 36.4X6.0 裏「殿村氏J 4232 93811247 

4112 和歌短冊 茂滞 36.3x6.1 「大阪人殿村茂鴻 5200 93811248 

4113 和歌短冊(蓮花露) 茂鴻 36.5X6.1 裏「殿村茂済(シゲマサ) 幕末の歌人、寛政七 0430 93811249 
年九月十日、大阪に生る、茂清の男字は思明、
幼名磯次郎、通称米屋平右衛門、のち伊三右
衛門と改め、剃髪して員粛と称す号を衆芳園、
草垣内、口之舎といふ家は両替業を営み富
豪を以て知らる 和歌を林田春門、加藤敦善
に学び、大隈言道らと交はり和歌に長ず 著
書に「類題=家和歌集n草垣内文稿n草垣内
長歌稿n雲水の日記J等あり 明治三年七月
七日残、年七十六J

4114 和歌短冊(国家) 茂枝 35.6x5.7 2660 93811250 

4115 和歌短冊(久恋) 茂樹 36.1 x6.0 裏鉛筆書「西村茂樹 明治世五、八、十八(七 0770 93811251 
五)渡屋門(※消去)幕臣川島氏天保六残、
大平門(※消去)一河氏 山田の人J
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4116 和歌短冊(梅花薫風) 茂樹 36.1 X6.0 裏墨書「文博西村茂樹氏J/r[姓名]西村 0771 93811252 
茂樹沖守哲学者・倫理学者[生]文政十
一(一八二八)年 (江戸)[没]明治三五(一九
0二)年八月一八日(七五)[称号]平太郎、後
ち茂樹、晩年号泊翁[流派]開園論者象
山・手塚掌臓等に学ぶ[その他]ベルリ来に
際し、老中阿部正弘に上書すJ

4117 和歌短冊(庭雪) 茂樹 36.0X6.0 裏「古流家本理口先生j鉛筆書「西村茂樹J 5770 93811253 

4118 和歌短冊(龍宮) 茂目 36.5X6.0 5803 93811254 

4119 和歌短冊 茂雄 35.4X5.5 裏鉛筆書「八j 1724 93811255 

4120 和歌短冊(寄石祝) 茂隆 36.5X6.0 裏「山l孫l孫羽前国北村山郡富沢村正厳高橋口 4600 93811256 
三郎号茂陸j

4121 和歌短冊(初春雪) 茂済 36.6x6.0 裏「殿村茂済(汚ゃ71t) 浪華人、橋伊右衛門、 4204 93811257 
号草垣内明治三、七、七、七六J

4122 和歌短冊(述懐) 草園 36.3X6.0 1431 93811258 

4123 俳句短冊「虎杖に・・.J 草曹 36.3X5.8 裏「四五J 1212 93811259 

4124 和歌短冊(都郡迎年) 草老 36.3X6.0 裏「周州鳥取牒渋川秀平J 7250 93811260 

4125 俳句短冊(柳園長丸宗匠相 荷村 36.1 x6.2 裏面にカード貼付r[姓名]丹羽鼎村[没] 0495 93811261 
寄立机賀) 大正四年二月一一日(七六)[称号]初号荷

村、後花屋庵・一水庵等[住所]大坂人
[流派]周山門J

4126 俳句短冊「耳に隙や・"J 荷平 36.2X6.0 裏墨書[荷平書J 0660 93811262 

4127 和歌短冊I絵に口る・"J 莞爾 36.3X6.0 裏「初秋山J 2632 93811263 

4128 和歌短冊(連夜月明) 莞爾 36.2X6.0 2634 93811264 

4129 和歌短冊(口口函嶺) 莞爾 36.4X6.0 6205 93811265 

4130 和歌短冊(庭前に萩を見て) 華岳 35.4X6.0 裏鉛筆書「静嘉同人Jr口内J 5542 93811266 

4131 和歌短冊 華実 36.3X6目O 3098 93811267 

4132 俳句短冊「山高し・・・」 禁村 36.0X5.8 1153 93811268 

4133 俳句短冊f小作りも…J 華朴 36.1 X6.0 1206 93811269 

4134 和歌短冊(寄月恋) 菅口 35.0X5.1 裏鉛筆書「西川菅雄笠因官雄ヵ 松坂の人、 1625 93811270 
口口門Jr多賀氏口口服部氏島田ノ人
宣長門J

4135 和歌短冊(閑庭若草) 菅賢 36.2X6.0 裏「紀伊和歌山加納諸平門古屋普賢Jr50J 1432 93811271 
印あり

4136 和歌短冊(海上雲) 菅緒 35.5X6.0 裏鉛筆書「長谷川菅緒難波津には、備後の 0515 93811272 
川口棲鶴氏のものが収められて居るJ

4137 和歌短冊(口路時雨) 菅麿 35.7X6.0 裏「石川人野田菅麿呂 島根県草那賀郡今市 2967 93811273 
村に生る 明治三十五年四条畷神社を経て生
国魂神宮司となる わ二十、残八十九Jf口十
ーノ内j

4138 和歌短冊「香はしき・一」 官雄 36.5X5.5 裏薄く鉛筆書「服部氏」とあるが斜線で消去 1626 93811274 
「河口ヵ、京都の歌人口あつJ
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4139 和歌短冊 官雄 35.7x5.9 裏「勝、居門長谷川氏Jその後に鉛筆書「は菅 1627 93811275 
緒Jr菅雄口口J

4140 和歌短冊「よべの庭に・"J 菅雄 36.3x6.1 6449 93811276 

4141 和歌短冊(月) 菊口 36.5x6.0 裏「出雲長尾j 0909 93811277 

4142 和歌短冊「うつしよか・"J 菊子 36.2x6.2 裏「静岡市高松町元敷地二三五一 杉山孝 1748 93811278 
平方秋山菊子j

4143 俳句短冊(梧洞庵宗道の開 菖口 36.5x6.0 4176 93811279 
蓮を祝し侍りて)

4144 俳句短冊「翁翠や"'J 董設羅林寸 36.2x5.9 7204 93811280 
史

4145 和歌短冊「山さとは…J 葎屋 36.5x5.6 0070 93811281 

4146 和歌短冊「立よりて…j 薄屋 36.0x5.7 0103 93811282 

4147 和歌短冊(菖蒲) 薄流 35.8x5.4 裏鉛筆書「文政三Jf六」 3394 93811283 

4148 和歌短冊(山タ霞) 車童文 36.2x5.5 5840 93811284 

4149 和歌短冊(月前露) 高 36.3x6.1 裏「与三J 2982 93811285 

4150 和歌短冊「月にあかし…J 高翠 36.2X5.9 2485 93811286 

4151 俳句短冊(船中岩屋の瀬に 寓籍 36.3x6.0 「宮津人荒木高績J 5075 93811287 

4152 和歌短冊(春月幽) 藻光 36.5x6目l裏鉛筆書「三田穣光j 0724 93811288 

4153 和歌短冊「七夕の・・.J 夜光 37.6x5.8 3481 93BI1289 

4154 和歌短冊「君と口口-・・j 夜光 38.0X5.9 3484 93811290 

4155 和歌短冊(紅葉映水) 葉口子 36.4x6.0 「若狭雲演村古河志可子j 5320 93811291 

4156 和歌短冊「としよりハ…J 葎光 36.3x6.0 裏鉛筆書「三田J 0859 93811292 

4157 和歌短冊(鶴) 葎光 36.3x6.0 裏「三田葎光J 0860 93811293 

4158 和歌短冊(郭公) 葛根 36.1 X5.4 裏「江戸口口門人津田権太夫」 4104 93811294 

4159 俳句短冊「し、くたびも"'J 葛村 35.7x5.4 裏鉛筆書「新年j 1140 93811295 

4160 和歌短冊(元日子日なり口 葛野 36.5x6.1 「茂岳門人千葉葛野J 5194 93811296 
れは)

4161 和歌短冊(暁聞様衣) 漉石 35.7x5.5 裏「千種の花二編Jr備 前 岡 山 人 大 坂 住 萩 3169 
原鹿左衛門農道別号濃石(鉛筆書)文化
十二、二、十九生、文久三、十二、三残、四

九J

4162 俳句短冊(洛西) 葵亭 35.6X5.8 「佐藤葵亭豊後人J 5067 93811298 1 

4163 俳句短冊「三日月の・・・」 蒼口 36.2x6.0 r(鉛筆書)芭蕉堂二世成田蒼口」 5071 93811299 

4164 俳句短冊「口につく・・・」 蒼口 36.5x6.0 5072 93811300 

4165 和歌短冊(勿忘草) 蒼口 36.3X6.1 裏鉛筆書「正帖ノ内J 6047 93811301 

4166 俳句短冊(瓢酔君立机を祝 蒼波 36.4x5.9 裳「伊橡東口口郡東多国・・・蒼波j 2701 93811302 
して)
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4167 和歌短冊「またのはる…J 首際 36.2X5.6 「伴龍践平安和歌四天王の一人文化二年 4416 93811303 
七月廿五日残年七十四」又「崎人停の著者 伴
首践(ばんかうけい) 有賀長伯武者小路貫岳
門の国学者、平安和歌四天王の一人、又漢学
にも精し、近江八幡の人、著『近世崎人侍』
等多し 文化三年七月廿五日残年七十四」

4168 和歌短冊(柚鹿) 高践 36.5x6.0 4417 93811304 

4169 和歌短冊「月草に・"J 蕎践 36.4x6.3 4418 93811305 

4170 和歌短冊(五月蝉) 蕎践 36.1 X5.1 4431 93811306 

4171 和歌短冊(冬香) 蓑山 36.3x6.0 裏鉛筆書「岩本蓑山 文化四、十二、十九残、 2193 93811307 
年六十」

4172 和歌短冊「ちはやぶる…」 蓑山 35.5X5.5 裏鉛筆書「芦門岸本蓑山」 3369 93811308 

4173 和歌短冊「乙女子の・"J 蓮 36.3x6.0 裏鉛筆書「深沢ヵj 4060 93811309 

4174 和歌短冊(新年雪) 蓮口院 36.2><6.0 1950 93811310 

4175 和歌短冊(惜花) 蓮阿 36.3x6.0 0373 93811311 

4176 和歌短冊(小松たにといふ 蓮阿 35.3X5.3 「漬臣門川嶋茂樹号蓮阿」 4918 93811312 
町にすみける秋)

4177 和歌短冊「さをしかの…」 蓮阿 36.3x5.6 裏「革島蓮阿清水漬臣門人J 5872 93811313 

4178 和歌短冊(としのはしめに 蓮阿 35.6x5.2 5906 93811314 I 
よめる)

4179 和歌短冊(嶺花) 蓮阿 36.3X6.0 裏鉛筆書「林蓮阿J 6146 93811315 

4180 和歌短冊(朝顔) 蓮阿 34目8X5.7裏「文化十年七月十二日 当座n革島蓮阿 6254 93811316 
虚臣ノ門人j

4181 俳句短冊 蓮帰 22.4X6.0 7009 93811317 

4182 俳句短冊「風やむて・・・」 蓮玉 35.9x5.4 0480 93811318 

4183 和歌短冊 r~ 、にしへの・ "J 蓮月 36.2 X6.0 0074 93811319 

4184 和歌短冊(腐) 蓮月 36.5X6.0 2903 93811320 

4185 和歌短冊(御国口口口あら 蓮周 36.3X5.9 5402 93811321 
せられけるとしの春に)

4186 和歌短冊(水辺紅葉) 蓮成 36.2x6.1 0748 93811322 

4187 和歌短冊(あきをしるはか 蓮成 36目4x5.8裏鉛筆書「義重の子」 0775 93811323 
せのみならす)

4188 和歌短冊(雪) 蓮了 36.4X6.0 裏「北野宮仕梅椿坊蓮了n慶謄三寅年十月十 3633 93811324 
五日書と…j

4189 和歌短冊(山居述懐) 蓮菌 36.1 X5.5 「奔郷蓮菌京都の園学者明治廿五年十二 2820 93811325 
月十四日残八十五」

4190 漢詩短冊(巴己春初題某生 琴洲幹未定 36.2 X6.0 0971 93811326 
尽、翻王元章題梅花之意
吉用其歌)

4191 俳句短冊「草枕・・・」 蕉雨 36.3x5.6 「士朗門棲井蕉雨J 5053 93811327 
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4192 俳句短冊「落るのを・..J 蕉白 33.9x5.6 作者名は裏裏r=J 0008 93811328 

4193 和歌短冊(卯月郭公) 蕉保 36.4X5.6 裏「京平尾藤之丞J鉛筆書「京の同心口…J 0889 93811329 

4194 和歌短冊(菅谷君は此度龍 薫 36.3X6.0 1513 93811330 
池校長の職を辞し給ひ老
楽之身ハ功ふりての言葉
ニ合し)

4195 和歌短冊(管谷校長君は龍 薫 36.2x6.0 1515 93811331 
池ニ三十年世余りも子弟
の教に真心をこめて導の
労を取られしハ実に難有
限りなり)

4196 和歌短冊(夏夜月明) 薫 36.4X6.1 裏「深津薫 文化六年没J鉛筆書「村廿ノ内J 4436 93811332 

4197 和歌短冊 薫子 36.4x6.1 5312 93811333 

4198 和歌短冊(新年鴬) 薫子 35.4x5.9 6015 93811334 

4199 和歌短冊(丙子の春戯れに 薫子 35.4X5.8 6197 93811335 
よめる)

4200 漢詩短冊(汽車中口口) 薫子 36.2X5.9 裏鉛筆書「若江薫子(ゴヨ)J 6919 93811336 

4201 和歌短冊(遠) 薫守 36.4x6.1 0443 93811337 

4202 和歌短冊(波間月) 薫守 36.3x6.0 0444 93811338 

4203 和歌短冊(七十の春をむか 貌庵 36.1 X6.0 0821 93811339 
へて)

4204 和歌短冊(蝉) 親庵 36.6X6.0 裏紙貼付「西村貌(ミャク)庵は俳人ナリ吉原江 0822 93811340 
戸町二町目の名主ナリ俗稲佐兵ヱ名ハ伊之字
ハ宗先歌仙奄ト号ス年五十二浅草寺奥山ニ隠
居シ人丸堂ヲ建テ注居シ西院ト号ス近衛三貌
院ノ流ヲ学ヒテ親庵トナツク名筆ナリ茶ハ宗
偏流、乾山ノ名ヲツキ上京シテ法橋トナル和
寄ハ柾千モトヲ友トシテ詠ミキ琵琶ヲ勝氏ニ
学フ七代目河東(東雲後沙洲)ニ河東節ヲ習フ
古筆茶器ノ目利ヲ能ス著書花街漫録(具一画
以一書)花街年中記花街起度雑記茶家印譜等
有嘉永六年十一月廿日残ス行年七十浅草等覚
寺ニ葬ル法名釈貌竜宗先居士(閑談数刻)J

4205 和歌短冊(蛍似玉) 禁翁 35.9x6.1 裏「播磨揖口郡阿口村阿 田寺禁翁J 1586 93811341 

4206 漢詩短冊「無虞第一利・..J 藤永老袖書 35.8x5.9 0976 93811342 

4207 和歌短冊「なつこたち・..J 藤子 36.3x6.0 裏「大谷藤子J 4533 93811343 

4208 和歌短冊(草庵雨) 藤田成議 37.3X6.2 3160 93811344 

4209 俳句短冊(暑中淀のわたり 藷花 36.0x5.4 0609 93811345 
にて)

4210 俳句短冊「寒いほと…J 蘭口 36.4x6.1 3981 93811346 

4211 俳句短冊「春風や・・.J 蘭口 36.5X6.0 裏fイヨ八幡口各凹範J 6122 93811347 

4212 俳句短冊「浮世をは・..J 蘭石 36.lx6.l 裏鉛筆書「三木氏、播磨人、通称達次郎、号 0957 93811348 
長江亭J

4213 俳句短冊(買口賀) 蘭石 36.2x6.0 3797 93811349 
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4214 俳句短冊(婚姻賀) 蘭石 36.3X6.0 3798 93811350 

4215 俳句短冊『大堰・・・J 蘭石 36.0X6.l 3799 93811351 

4216 俳句短冊(施我鬼手向) 蘭石 36.1 x6.0 3800 93811352 

4217 俳句短冊「費聾も・・.J 蘭石 36.0x6.0 「中村蘭石j 5035 93811353 

4218 和歌短冊(山居水鶏) 羅恵 36.2X6.0 裏墨書「尾州町人石橋栄蔵j 0785 93811354 

4219 和歌短冊(はるのいろ) 羅月 35.8X5.3 6465 93811355 

4220 和歌短冊「大君の・・.J 虎ー 36.3X6.0 2037 93811356 

4221 俳句短冊『やき飯の・..J 虎丈 35.9x6.0 0603 93811357 

4222 俳句短冊『冬の人・・.J 虎杖 35.0X5.9 「白雄門虎杖竜天姥J 5026 93811358 

4223 和歌短冊(七夕雨) 虎成 35.5x6.0 裏「虎成今村築(たのし) 明和二年土佐園高 4383 93811359 
知に生る、字は子成、通称丹次、虎成狂号
を渋柿帯成(へたなり)、下手的、名無具同子、
仙肇通蔵と称す 医学を桑名玄井に、和漢の
学を谷北渓に受け、のち京都に出で和歌を伴
蕎渓に学ぶ、享和の頃、本居宣長の門に入り、
土佐にfジ・ヂ・ズ・ヅJの四音知れざるを告
げ『玉勝間』に登載さる、性不覇奔放、口命
に依り京師に在るや多く口紳の聞に往来す、
文化元年、下僚の罪に連座し、本圃に召し下
され同八月幡多郡白川以西に調せられ同村に
住す、この口寛罪にして口人よく諦す、のち
下の加江に移り医業を聞き且つ翰墨を児童に
教授す、文化七年十一月十三日病残、年四十
六、花園日記、花勝聞の著あり」

4224 俳句短冊「若葉くらく…j 虚子 36.3x6.0 裏鉛筆書『高漬虚子J 1935 93811360 

4225 和歌短冊『口口口口口-・・J 虚舟 35.2x5.9 0112 93811361 

4226 俳句短冊「外に烏・・.J 虚白 36.2x6.0 「東福寺蔭涼園虚白J 5092 93811362 

4227 俳句短冊「老松の・・.J 蚊子 36.3x6.0 裏「豊前国中津室町村上和三j 5939 93811363 

4228 俳句短冊「見口うへも・..J 蝋石 36.4x6.l 裏f肥後天草柳浦々本」 2723 93811364 

4229 和歌短冊(廟11恋) 融定 37.8x6.0 裏「中ノ院様乃よみ寄」鉛筆書「通知法号ヵ 弘 6759 93811365 
化=、四、四莞H通枝宝暦三H通維口政
六H通古寛政七J

4230 和歌短冊r~ 、く秋に…J 行口 35.9x5.8 6278 93811366 

4231 和歌短冊 行口僧タ浦 33.4X5.6 7326 93811367 

4232 和歌短冊「ときはにて…J 行敬 36.4X5.8 裏『青木左兵口尉口J 3117 93811368 

4233 和歌短冊 r~ 、にしへを…」 行敬 36.3x6.0 裏「青木氏口爵尉J 3138 93811369 

4234 和歌短冊「夏すきて・・・j 行敬 35.7X5.4 裏鉛筆書I口木j 3414 93811370 

4235 和歌短冊(紅葉映水) 行敬 36.1 X5.5 「季腐門青木行敬J 4923 93811371 

4236 和歌短冊(博士の・・.) 行厚 36.0X6.0 裏「加茂書博士 山口行厚J 6160 93811372 

4237 和歌短冊「大口に・・.J 行作 36.2x6.1 4708 93811373 

4238 和歌短冊『数々 の・・.J 行治 36.3x6.1 4526 93811374 
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4239 和歌短冊(月) 行宣 36.5x5.5 裏紙貼付f石井行宣 天保九年八月七日嘉年 6830 93811375 
七十七J

4240 短冊「亀」 行年七十一才 36.5x6.0 1156 93811376 
露貞

4241 和歌短冊(山家苔) 行能 35.3x5.2 6739 93811377 

4242 和歌短冊「夕霧に・・.J 行福 35.9X5.7 6762 93811378 

4243 和歌短冊(ある日の富士山 行雄 36.2x6.0 6035 93811379 
よめる)

4244 和歌短冊f立なひく…J 行撃 35.7X5.4 裏鉛筆書「藤井従二位卜部行学卿J 6760 93811380 

4245 和歌短冊(春恋) 衣移 35.8X5.4 1263 93811381 

4246 和歌短冊(鷹狩) 衣移 36.2x6.0 5346 93811382 

4247 和歌短冊(指出の磯に)・俳 袋美 36.4x5.5 0018 93811383 
句短冊(道元禅師の六百回
遠忌)

4248 俳句短冊(祝) 袋美 36.3x6.0 裏「中尾隠居六十九翁J鉛筆書「新年J 1219 93811384 

4249 漢詩短冊『雨露光風軟・..J 袖蘭女史 36.4X6.0 0164 93811385 

4250 俳句短冊「名は月の・..J 裡向 33.7X5.6 1911 93811386 

4251 和歌短冊(郭公) 裏陵 36.3x6.1 裏f聖護院口野橋口諸西入山本裏陵j 4472 93811387 

4252 俳句短冊(瓢酔氏の開口-・・) 橋鶴 36.2x6.0 裏朱印『愛知鯨尾張園知多郡加木屋入楓園久 2729 93811388 
能橋鶴印j

4253 漢詩短冊(祝) 西口 36.6x6.0 0503 93811389 

4254 俳句短冊(口口にまかりて) 西口 36.0X5.9 5407 93811390 

4255 漢詩短冊「乱山青寓口...J 西崖 36.2X5.9 裏鉛筆書「十七内J 0964 93811391 

4256 俳句短冊「浮てよる…J 西順 36.4X6.0 「如口電桑門西Ii慎J 4993 93811392 

4257 俳句短冊『みよし野口…J 西人 35.3x5.4 4029 93811393 

4258 俳句短冊「あし元の・・・j 西鶴 35.7X5.9 5429 93811394 

4259 俳句短冊『人に此・・.J 西馬 36.5X6.2 「逸淵門 冨慮西馬 (鉛筆書)安政五J 5069 93811395 

4260 俳句短冊f宝とりきて…J 西瞬 35.9x6.0 0062 93811396 

4261 和歌短冊(あふ口の画に結 規中 35.9x6.1 3447 93811397 
校かき口るを)

4262 和歌短冊(春月幽) 規中 37.2x6.2 裏「五J 6643 93811398 

4263 和歌短冊 規中 36.0x6.0 7258 93811399 

4264 和歌短冊「咲ひを・・.J 規中 36.5X6.0 7318 93811400 

4265 和歌短冊(瀬夏月) 規中 36.2x6.0 7319 93811401 

4266 和歌短冊「咲梅は・・.J 規中 36.0X6.1 7320 93811402 

4267 和歌短冊(見月) 規中 36.0X6.0 7321 93811403 
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4268 和歌短冊(恨恋) 規中 36.4x6.0 7322 93B11404 

4269 和歌短冊(樹陰蝉声) 規中 36.4X6.0 7323 93B11405 

4270 和歌短冊「むしの音を・"J 規中 36.1 X6.1 7350 93B11406 

4271 和歌短冊「年深き…J 規中 36.1 X6.0 7351 93B11407 

4272 和歌短冊fともつれは…J 規中 36.2X6.0 7352 93B11408 

4273 和歌短冊「あらし山…j 規中 36.5X6.0 7353 93B11409 

4274 和歌短冊I冬されは・"J 規中 36.2x6.0 7354 93B11410 

4275 和歌短冊「春毎に・・'J 規中 36.2x6.1 7355 93B11411 

4276 和歌短冊「霧のまも…J 規中 36.4x6.0 7356 93B11412 

4277 和歌短冊「長閑にも…J 規中 36.2x6.1 7357 93B11413 

4278 和歌短冊(浦群口 覚弓 36.4x6.0 裏鉛筆書「並山覚弓 西本願寺の僧J 3594 93B11414 

4279 俳句短冊「我家から".J 覚斎 36.4X6.0 裏「国丈聖夜口庵j 5948 93B11415 

4280 和歌短冊(梅口先春) 覚了 35.8x5.5 裏鉛筆書「並山覚了西本願寺の僧J 2478 93B11416 

4281 和歌短冊「あらし吹…J 親口 37.1 X5.5 1967 93B11417 

4282 和歌短冊(寄山祝) 親愛 36.5x5.9 0766 93B11418 

4283 和歌短冊(旅夢) 親雅 35.6x5.4 1937 93B11419 

4284 和歌短冊「待わふる…J 続行 36.3x5.7 3462 93B11420 

4285 和歌短冊「三千代へて・・・j 親女 36.3X5.9 裏「口口国嶋上郡高槻村士族加川親女j 5653 93B11421 

4286 和歌短冊(山家鴬) 親恕 35.9X5.7 0381 93B11422 

4287 和歌短冊(秋タ) 親昌 36.5X5.7 裏「信州飯田城主二万石堀美作守親昌殿J鉛 3527 93B11423 
筆書「延宝元、七、十六卒J

4288 和歌短冊「盛なり 11"'J 親信 36.1 X5.7 2210 93B11424 

4289 和歌短冊(何千鳥) 親篤 36.3x6.1 0379 93B11425 

4290 和歌短冊「すきやりて…J 親房 36.6x6.1 2985 93B11426 

4291 和歌短冊(草花露) 親民 36.3x5.6 「渡辺親民J 4836 93B11427 

4292 和歌短冊(あるとしの…) 観 36.2x6.1 7367 93B11428 

4293 和歌短冊「にはにすて・"J 観 36.3x6.0 7375 93B11429 

4294 和歌短冊(静御前のまつる 観 36.3x6.0 7376 93B11430 
かたに)

4295 和歌短冊(元日) 観玄 36.4x5.5 6679 93B11431 

4296 和歌短冊(口月高口) 観山 36.4X6.0 f桂門北野松梅院観山J 4857 93B11432 

4297 和歌短冊(即位の御種行口 観方 36.5X6.0 7371 93B11433 
口口口しをことほきまつ
り提灯行列にかりで)

4298 俳句短冊「うたひめに "J 観方 36.2 x6.0 7394 93B11434 
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4299 和歌短冊「たのしさを…」 観方 36.1 x6.0 7401 93811435 

4300 和歌短冊 観方 36.2x6.1 I平安東山口人観方口詠J絵あり 7412 93811436 

4301 和歌短冊「かたりくさに 観方 36.2x6.0 「平安東山口人観方口詠j絵あり 7413 93811437 

4302 和歌短冊 観方 36.2x6.1 「口口口観方口詠J絵あり 7414 93811438 I 

4303 俳句短冊「鴬の・・・」 観里 36.3x6.0 裏「上鯖江六J 0981 93811439 

4304 和歌短冊「香ひなき…J 観口 36.3x6.0 5993 93811440 I 

4305 俳句短冊 観魚 35.3x5.6 4020 93811441 

4306 和歌短冊(河風夜涼) 観山 36.3 x 5.9 「北野松梅院観山J 4819 93811442 

4307 俳句短冊「夏のへる…J 言蛙 36.4x6.1 0605 93811443 

4308 俳句短冊「身のしめる・・・j 言蛙 36.4x6.1 0631 93811444 

4309 和歌短冊(河月) 言継 35目6x5.3裏I山科家十二代従二位権中納言藤言(同)継 3307 93811445 
卿J

4310 和歌短冊(霧隅行般) 言孝 36.1 x6.0 5830 93811446 

4311 和歌短冊(待花) 言智 36.3x5.9 裏「古川言智J 1102 93811447 

4312 和歌短冊(口口松) 言道 36.3x5.7 裏紙貼付「筑前福岡大隈言道先生慶応四 2970 93811448 
年残七十一j朱書「大坂にて 大隈言道j

4313 和歌短冊(薄) 言道 36.2x5.9 裏「福岡人望東居師J鉛筆書「五条J 2971 93811449 

4314 和歌短冊(嶺松) 言線 34.5x5.5 裏「奨廿九J鉛筆書「寛文元J 4800 93811450 

4315 俳句短冊「手折らすは・"J 託生 35.8x6.0 裏墨書「東京J 0009 93811451 

4316 和歌短冊(月前郭公) 詮 36.2x6.0 裏鉛筆書「松浦詮 100J/r [姓名]松浦詮 0803 93811452 
六十九[残]明治四一年四月二一日J

4317 和歌短冊「たちかへり…j 詮 36.3x6.0 0853 93811453 

4318 和歌短冊(松下泉) 詮 36.2x6.0 1554 93811454 

4319 和歌短冊「咲しより…j 詮 36.6x5.8 「瀧詮j 5219 93811455 

4320 和歌短冊(春雨晴) 詮 36.1 x6.0 5254 93811456 

4321 和歌短冊(閑庭落葉) 誠 35.5x5.3 裏鉛筆書「工帖J 3542 93811457 

4322 和歌短冊 誠口 35.6x6.1 6192 93川寸
4323 和歌短冊(明治三十七のと 誠定 36.3x6.0 6235 93811459 

し十月十七日口岳禅の十
七回忌を時雨に寄せて詠
ぬる)

4324 和歌短冊(明治二十のとし 誠定 36.0x6.0 6236 93811460 
二月十八日大石口口亡父
の三十三回忌を口口口)

4325 和歌短冊(寄福寿口祝) 誠之 36.3x5.9 2494 93811461 
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4326 和歌短冊「流行口...J 誉豪 36.3X5.9 裏「桂門人口坊誉豪聖口院宮院家ト号 (鉛 4341 93B11462 
筆書)口文の子J鉛筆書「北口家侍ス 残年見
えづJ

4327 和歌短冊(初春) 説光 36.1 x6.0 裏「北小路説光安政三年七月八日莞年四十 3128 93B11463 
五Jと貼紙、「北小路侯j

4328 和歌短冊(初郭公) 説光 36.3X6.0 裏紙貼付「北小路三位説光郷j 6406 93B11464 

4329 俳句短冊「ふらぬ日の・..J 諸九 35.6-X5.5 裏「諸九尼J鉛筆書「天明元、九、一OJ 7152 93B11465 

4330 和歌短冊(時雨口風) 諸兄 36.2x6.0 5214 93B11466 

4331 和歌短冊(早涼到) 諸尺 36.8X6.1 包紙「上 御かしこまり口っとも・・・ 諸尺J 6834 93B11467 

4332 和歌短冊「訪れて口...J 諸彦 36.0X5.6 4612 93B11468 

4333 和歌短冊(瓢のえた) 諸彦 35.7X5.7 4613 93B11469 

4334 和歌短冊 諸彦 36.1 X5.7 4614 93B11470 

4335 和歌短冊(郭公) 諸彦 35.7X5.7 4615 93B11471 

4336 和歌短冊(瓢のゑた) 諸彦 36.1 X5.7 4616 93B11472 

4337 和歌短冊「子日にも…J 諸文 36.4x6.0 裏「尾張口口町小貝…J 7164 93B11473 

4338 和歌短冊「うき世川…J 謙 36.2x5.9 1525 93B11474 

4339 和歌短冊(松) 謙 36.1 X5.9 4893 93B11475 

4340 和歌短冊(追悼に) 謙恭 36.3x6.0 0321 93B11476 

4341 和歌短冊(暁千鳥) 謙啓 36.6x6.l 裏鉛筆書「下村氏光平門n中J 1057 93B11477 

4342 和歌短冊(朝顔) 謙光 36.0X6.0 裏「第二七九競J鉛筆書「清水謙光 人物百 1058 93B11478 
談二三頁参照j

4343 和歌短冊「春きぬと…J 謙山 36.6x6.1 0081 93B11479 

4344 和歌短冊「青柳の・・.J 謙山 36.5X6.l 2860 93B11480 

4345 和歌短冊「春あさみ・..J 謙山 36.6x6.1 2937 93B11481 

4346 和歌短冊「ゆふ月の・..J 語口 36.2X6.1 6241 93B11482 

4347 和歌短冊 譲 36.3X6.0 「阿部譲元伏見稲荷大社宮司、和歌を能く 2859 93B11483 
すJ

4348 和歌短冊(花時鞍馬多) 譲阿 36.4X6.0 1442 93B11484 

4349 和歌短冊(水泡菊) 譲阿 36.2x6.0 裏鉛筆書「遊行上人jとあるが斜線で消去 4107 93B11485 

4350 和歌短冊(口口如夢) 護口 36.2X5.9 6585 93B11486 

4351 俳句短冊「たちとまる…J 護物 36.8X6.0 「道彦門谷川護物J 5064 93B11487 

4352 和歌短冊 讃道 36.5x6.1 裏鉛筆書「石野ヵ「高ロヵJ 1640 93B11488 

4353 和歌短冊(寄松祝) 豊 36.4x6.0 裏「京都市上京区北野白梅町八ノ二 十川豊 6376 93B11489 
子j

4354 和歌短冊(松風入琴) 豊口 36.2X6.0 裏鉛筆書「古賀J/r[姓名]倉田績[残]大 1932 93B11490 
正九(一九二0)年四月二日(九三)J
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

4355 和歌短冊(恋涙) 豊口 36.3x6.0 2248 93811491 

4356 和歌短冊佃家朝) 豊口 36.2x6.0 2274 93811492 

4357 和歌短冊佃家朝) 豊口 36.2x6.0 2275 93811493 

4358 和歌短冊佃家朝) 豊口 36.2X6.1 2276 93811494 

4359 和歌短冊佃家朝) 豊口 36.2x6.1 2277 93811495 

4360 和歌短冊佃家朝) 豊口 36.2 x6.1 2278 93811496 

4361 和歌短冊(月白梅) 豊口 36.0x5.9 2279 93811497 

4362 和歌短冊「あめをおかし 豊口 36.3x6.0 2280 93811498 

4363 和歌短冊(旭光照波) 豊口 36.2x6.0 2285 93811499 

4364 和歌短冊(社頭杉) 豊口 36.4x6.0 2286 93811500 

4365 和歌短冊(春雨) 豊口 36.4x6.0 2287 93811501 

4366 和歌短冊(春雨) 豊口 36.4x6.0 .2288 93811502 

4367 和歌短冊(庭葉落) 豊口 36.2x6.0 2291 93811503 

4368 和歌短冊(天口に供する為 豊口 36.3x6.0 2570 93811504 
家口の書屈をさし出せと
入口口ありこ口と日

4369 和歌短冊(寄園祝) 豊口 36.2x6.0 2571 93811505 

4370 和歌短冊(松口先生妹の児 豊口 36.3X6.0 2572 93811506 
玉芳子万口末口とき、て)

4371 和歌短冊『長人と…J 豊口 36.3x6.0 2573 93811507 

4372 和歌短冊(松陰先生の妹口 豊口 36.3x6.0 2574 93811508 
児玉芳子万自の末寿と
き、て)

4373 和歌短冊Iふるさとの…J 豊口 36.3X6.0 2575 93811509 

4374 和歌短冊『棟あけて・.'J 豊口 36.2x6.0 2576 93811510 

4375 和歌短冊 r~ 、とたか口…j 豊口 36.3X6.0 2577 93811511 

4376 和歌短冊(}II西君が緑綬褒 豊口 36.4X6.l 2578 93811512 
章を賜はりことをいはひ
て)

4377 和歌短冊『産土の・・.J 豊口 36.3X6.0 2579 93811513 

4378 和歌短冊「たらちねの…j 豊口 36.3x6.0 2580 93811514 

4379 和歌短冊(暁山雲) 豊口 36.4X6.1 2581 93811515 

4380 和歌短冊 豊口 36.3x6.0 2582 93811516 

4381 和歌短冊(東京口口の・・・) 豊口 36.3x6.0 2583 93811517 

4382 和歌短冊 豊口 36.2x6.0 2584 93811518 

4383 和歌短冊(暁山雲) 豊口 36.4x6.0 2585 93811519 
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4384 和歌短冊(口りものにそへ 豊口 36.0x5.9 2586 93811520 
て)

4385 和歌短冊(口口の武井君の 豊口 36.3x6.0 2587 93811521 
口邸にて)

4386 和歌短冊 豊口 36.1 x6.0 2588 93811522 

4387 和歌短冊(玉つ口の御社に 豊口 36.3X6.1 2589 93811523 

4388 和歌短冊(祖母きみをいた 豊口 36.3X6.0 2590 93811524 
みた口口この)

4389 和歌短冊(柴田君を訪日し 豊口 36.3x6.0 2591 93811525 
をり)

4390 和歌短冊(明石大久保の住 豊口 36.3x6.0 2592 93811526 
吉神社正遷口年口をこは
口て)

4391 和歌短冊 豊口 36.2X6.0 2593 93811527 

4392 和歌短冊(服部=口の郷へ 豊口 36.3x6.0 2594 93811528 

4393 和歌短冊「この神の・・・j 豊口 36.4X6.0 2595 93811529 

4394 和歌短冊 豊口 36.2X6.0 2596 93811530 

4395 和歌短冊『かしこみで…J 豊口 36.3x6.0 2597 93811531 

4396 和歌短冊『白人に・・.J 豊口 36.3x6.0 2598 93811532 

4397 和歌短冊『かねてより…j 豊口 36.3x6.1 2599 93811533 

4398 和歌短冊(おもふことあり 豊口 36.3X6.0 2600 93811534 
て)

4399 和歌短冊「大口代に・・・」 豊口 36.1 x5.9 2601 93811535 

4400 和歌短冊(竹) 豊口 36.3x6.0 2602 93811536 

4401 和歌短冊(名物の玉はばき 豊口 36.2x6.0 2603 93811537 
をとりて)

4402 和歌短冊(竹) 豊口 36.3x6.0 2604 93811538 

4403 和歌短冊 豊口 36.3x6.0 2605 93811539 

4404 和歌短冊『白雲の・・.J 豊口 36.1 x6.0 2606 93811540 

4405 和歌短冊『あやしくも…J 豊口 36.3x6.0 2607 93811541 

4406 和歌短冊「般出して…j 豊口 36.3X6.0 2608 93811542 

4407 和歌短冊(寄園祝) 豊口 36.1 x6.0 2609 93811543 

4408 和歌短冊『うつはりを…J 豊口 36.2X6.0 2626 93811544 

4409 和歌短冊(乃木神社上棟式 豊口 36.2X6.0 2627 93811545 
に列りて)

4410 和歌短冊(大西翁の八十の 豊口 36.2x6.0 2989 93811546 
賀に・・・)
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4411 和歌短冊fことさらに…」 豊口 36.2x6.0 2990 93811547 

4412 和歌短冊(大西翁の八十の 豊口 36.2x6.0 2991 93811548 
賀に・・・)

4413 和歌短冊(宇治に口ひ口る 豊口 36.3x6.0 2992 93811549 
をり)

4414 和歌短冊(村田峰次郎氏と 豊口 36.3x6.1 2993 93811550 

4415 和歌短冊(江本充契に申す) 豊口 36.4x6.0 2994 93811551 

4416 和歌短冊 r~ 、口くなに…J 豊口 36.3X6.0 2995 93811552 

4417 和歌短冊『年は・・・j 豊口 36.3x6.0 2996 93811553 

4418 和歌短冊「困の口め・・・j 豊口 36.3X6.0 2997 93811554 

4419 和歌短冊『思ひ立・・.J 豊口 36.3x6.0 2998 93811555 

4420 和歌短冊「ふるさとに…」 豊口 36.4X6.0 2999 93811556 

4421 和歌短冊(おもふことあり 豊口 36.3x6.0 3000 93811557 
て)

4422 和歌短冊fとしは口口…」 豊口 36.3x6.0 3001 93811558 

4423 和歌短冊 豊口 36.3x6.0 3002 93811559 

4424 和歌短冊『埋もれし・"J 豊口 36.3x6.0 3003 93811560 

4425 和歌短冊「たるをかひ…」 豊口 36.3x6.0 3004 93811561 

4426 和歌短冊 豊口 36.3x6.0 3005 93811562 

4427 和歌短冊「口うの山の…J 豊口 36.2x6.0 3006 93811563 

4428 和歌短冊「すへら口の・・・j 豊口 36.3x6.1 3007 93811564 

4429 和歌短冊「すへら口の・・・」 豊口 36.3x6.1 3008 93811565 

4430 和歌短冊「うきしとは…j 豊口 36.2X6.0 3009 93811566 

4431 和歌短冊(口口別府に遊ひ 豊口 36.3x6.0 3010 93811567 
こるとき)

4432 和歌短冊『おのが身に・"J 豊口 36.2x6.0 3011 93811568 

4433 和歌短冊(寄圏祝) 豊口 36.2x6.0 3012 93811569 

4434 和歌短冊「おのが身に・・・j 豊口 36.1 x6.0 3013 93811570 

4435 和歌短冊「何ならぬ・"J 豊口 36.3x6.0 3014 93811571 

4436 和歌短冊「この神の・"J 豊口 36.3X6.0 3015 93811572 

4437 和歌短冊(寄:園祝) 豊口 36.3x6.0 3016 93811573 

4438 和歌短冊(寄園祝) 豊口 36.3x6.0 3017 93811574 

4439 和歌短冊「うきしとは…」 豊口 36.2X6.0 3018 93811575 

叫40和歌短冊『おいまっと…J 豊口 36.3x6.0 3019 93811576 
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判41和歌短冊『おいまっと…J 豊口 36.2x6.0 3020 93811577 

制42和歌短冊「おいまっと…J 豊口 36.3X6.0 3021 93811578 

判43和歌短冊「おいまっと…j 豊口 36.3x6.0 3022 93811579 

4444 和歌短冊「よきことの…j 豊口 36.2X6.0 3023 93811580 

判45和歌短冊『我は己か・"J 豊口 36.2x6.0 3024 93811581 

叫46和歌短冊「君を見れば・"J 豊口 36.2x6.0 3025 93811582 

叫47和歌短冊「松出して…J 豊口 36.3X6.0 3026 93811583 

叫48和歌短冊(箸) 豊口 36.2X6.0 3061 93811584 

判49和歌短冊「大き代に・"J 豊口 36.4X6.0 3062 93811585 

4450 和歌短冊「大き代に・・・」 豊口 36.4X6.0 3063 93811586 

4451 和歌短冊「口いりし"'J 豊口 36.4x6.0 3507 93811587 

4452 和歌短冊(寄梅懐奮) 豊口 36.4X6.0 3508 93811588 

4453 和歌短冊(鮎屋口氷柱) 豊口 36.4X6.1 3517 93811589 

44日 和歌短冊「静なる・・.J 豊口 36.4x6.1 3518 93811590 

4455 和歌短冊(古渡霧深) 豊口 36.3x6.0 3519 93811591 

4456 和歌短冊「おやもあり…J 豊口 36.3x6.1 3520 93811592 

4457 和歌短冊(成相流口) 豊口 36.4x6.1 3521 93811593 

4458 和歌短冊r~ 、まよりも…J 豊口 36.2x6.0 3522 93811594 

4459 和歌短冊(旭光照波) 豊口 36.3X6.0 3523 93811595 

4460 和歌短冊(春雨) 豊口 36.4X6.0 3524 93811596 

4461 和歌短冊『うかうかと…J 豊口 36.2x6.0 3525 93811597 

4462 和歌短冊(暁山雲) 豊口 36.3x6.0 3526 93811598 

4463 和歌短冊(忍恋といへるこ 豊口 36.3X6.0 3634 93811599 
とを)

4464 和歌短冊(寄園祝) 豊口 36.3X6.l 3636 93811600 

4465 和歌短冊(寄園祝) 豊口 36.3x6.0 3637 93811601 

4466 和歌短冊『此ゅうへ・"J 豊口 36.3x6.0 3638 93811602 

4467 和歌短冊(奮友野上君の追 豊口 36.2x6.0 3639 93811603 
悼曾に)

4468 和歌短冊にのゅうへ・・・j 豊口 36.2x6.0 3640 93811604 

4469 和歌短冊「此ゅうへ・"J 豊口 36.2X6.0 3641 93811605 

4470 和歌短冊(武井氏が三百九 豊口 36.2X6.0 3642 93811606 
十五年前に亡山し細川淡
路守の口口を其城祉に営
まるるをききて)
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4471 和歌短冊 豊口 36.2 X6.0 3643 93811607 

4472 和歌短冊(口口口長君をい 豊口 36.3X6.0 3644 93811608 
たみて)

4473 和歌短冊(東宮殿下の御帰 豊口 36.3x6.0 3645 93811609 
朝をよろこび奉りて)

4474 和歌短冊(帰省のをりよみ 豊口 36.2x6.0 3646 93811610 
て)

4475 和歌短冊(口野山人翁一周 豊口 36.2x6.0 3647 93811611 
忌に手向たるうた)

4476 和歌短冊(先日松浦大人の 豊口 36.4X6.0 3648 93811612 
口口令嬢と口に来遊せら
れたるをり)

4477 和歌短冊 豊口 36.3X5.9 3649 93811613 

4478 和歌短冊「聞てさへ・"J 豊口 36.3X6.0 3650 93811614 

4479 和歌短冊「き、てさへ…J 豊口 36.3X6.0 3651 93811615 

4480 和歌短冊(明石大久保の住 豊口 36.3x6.0 3652 
吉神社・・・)

4481 和歌短冊「しなかはの・・・j 豊口 36.3X6.0 3653 93811617 

4482 和歌短冊(口口義雄君と物 豊口 36.3x6.0 3654 93811618 
談せしをり)

4483 和歌短冊(口口義雄君と物 豊口 36.3x6.0 3655 93811619 
談せしをり)

4484 和歌短冊「おもかけの・"J 豊口 36.3x6.0 3656 93811620 

4485 和歌短冊 r~ 、とたか口…J 豊口 36.3X6目。 3657 93811621 

4486 和歌短冊「おも影の・"J 豊口 36.3x6.0 3658 93811622 

4487 和歌短冊「諸人に-・・j 豊口 36.3x6.0 3659 93811623 

4488 和歌短冊(松浦大人の一周 豊口 36.4X6目。 3661 93811624 
忌に寄萩懐曹といへるこ
とを)

4489 手[1歌短冊}(松浦大人の一周 豊口 36.4X6.0 3662 93811625 
忌に寄萩懐奮を)

4490 和歌短冊(名物の玉は、き 豊口 36.3X6.1 3663 93811626 
をとりて)

4491 和歌短冊(祖母きみをいた 豊口 36.3X6.0 3664 93811627 
みた口ふうたの中に)

4492 和歌短冊 豊口 36.3X6.0 3665 93811628 

4493 和歌短冊(萩坪大人の一週 豊口 36.3X6.0 3666 93811629 
忌に)

4494 和歌短冊(岸本君をいたみ 豊口 36.4X6目。 3667 93811630 
て)
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4495 和歌短冊(岸本君をいたみ 豊口 36.4x6.0 3668 93811631 
て)

4496 和歌短冊(橋苔) 豊口 36.3x6.0 3669 93811632 

4497 和歌短冊「ふるさとに…j 豊口 36.4X 6.0 3670 93811633 

4498 和歌短冊「旅衣・・・j 豊口 36.3x6.1 3671 93811634 

4499 和歌短冊(口翁門人中尾純 豊口 36.3x6.0 3672 93811635 
氏の物口せられしを)

4500 和歌短冊「ふるさとの…」 豊口 36.4X6.0 3673 93811636 

4501 和歌短冊「ふるさとに…」 豊口 36.3X6.0 3674 93811637 

4502 和歌短冊「大さ代の"'J 豊口 36.3x6.0 3675 93811638 

4503 和歌短冊「なわ口ひを"'J 豊口 36.3x6.0 3676 93811639 

4504 和歌短冊「なわ口ひを・"J 豊口 36.3x6.1 3677 93811640 

4505 和歌短冊「父口みの・"J 豊口 36.3X6.0 3678 93811641 

4506 和歌短冊「かしこみて"'J 豊口 36.4X6目l 3679 93811642 

4507 和歌短冊「ふるさとの…J 豊口 36.3x6.0 3680 93811643 

4508 和歌短冊「産土の・・.J 豊口 36.3x6.0 3681 93811644 

4509 和歌短冊(法燈照末世) 豊口 36.2x6.l 3682 93811645 

4510 和歌短冊「たらちねの・"J 豊口 36.3x6.0 3683 93811646 

4511 和歌短冊(松浦大人".) 豊口 36.2x6.0 3684 93811647 

4512 和歌短冊(法燈照末世) 豊口 36.3X6.0 3685 93811648 

4513 和歌短冊 豊口 36.3x6.0 3686 93811649 

4514 和歌短冊「法の道・・.J 豊口 36.3x6.0 3687 93811650 

4515 和歌短冊(吉井口口口の武 豊口 36.3x6.0 3688 93811651 
摩の川千鳥といふ郷土誌

4516 和歌短冊「姫松を・・.J 豊口 36.3X6.0 3689 93811652 

4517 和歌短冊(宇治に遊びける 豊口 36.4x6.0 3690 93811653 
をり)

4518 和歌短冊(住吉の御社にた 豊口 36.3x6.0 3691 93811654 
てまつる歌)

4519 和歌短冊(滋口口長君をい 豊口 36.3X6.0 3692 93B11655 
たみて)

4520 和歌短冊(口口口口君をい 豊口 36.3x6.0 3693 93B11656 
たみて)

4521 和歌短冊(大和に遊びしを 豊口 36.3x6.0 3694 93B11657 
り)

4522 和歌短冊(大饗の御召をか 豊口 36.3X6.0 3695 93B11658 
しこみて)

-314-



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 f去量 制者 考 整理番号 備品番号

4523 和歌短冊(母上の病気のと 豊口 36.3x6.0 3696 93811659 
きに)

4524 和歌短冊「ふるさとの…j 豊口 36.3x6.0 3697 93811660 

4525 和歌短冊(乃木神社上棟式 豊口 36.3x6.0 3698 93811661 
に列りて)

4526 和歌短冊(神武天皇一) 豊口 36.3x6.0 3699 93811662 

4527 和歌短冊「諸人に・..J 豊口 36.3x6.0 3700 93811663 

4528 和歌短冊 豊口 36.3x6.0 3701 93811664 

4529 和歌短冊(東河内高井の向 豊口 36.4 x 6.1 3702 93811665 I 
日保雄ぬしの・・・)

4530 和歌短冊「後の世と…j 豊口 36.3x6.1 3703 93811666 

4531 和歌短冊(口子をいたみて) 豊口 36.4 x 6.1 3704 

4532 和歌短冊(口子をいたみて) 豊口 36.4X6.0 3705 93811668 

4533 和歌短冊(孫の口子をカミな 豊口 36.3x6.0 3706 93811669 
しみて)

4534 和歌短冊(孫の口子をいた 豊口 36.3X6.0 3707 93811670 
みて)

4535 和歌短冊(口子をいたみて) 豊口 36.4X6.0 3708 93811671 

4536 和歌短冊(口子をいたみて) 豊口 36.4X6.0 3709 93811672 

4537 和歌短冊(口子をいたみて) 豊口 36.4X6目。 3710 93811673 

4538 和歌短冊「父口みの・・・」 豊口 36.3X6.0 3711 93811674 

4539 和歌短冊「薬てふ・・.J 豊口 36.3X6.0 3712 93811675 

4540 和歌短冊(東河内向日保雄 豊口 36.3x6.0 3713 93811676 
ぬしの・・・)

4541 和歌短冊(故大林芳口君の 豊口 36.3X6.0 3714 93811677 
日中口の傍事に列りて)

4542 和歌短冊 豊口 36.2X6.1 3715 93811678 

4543 和歌短冊(鳥山にて・・・) 豊口 36.3x6.0 3716 93811679 

4544 和歌短冊(武井翁の還暦を 豊口 36.3X6.0 3717 93811680 
いはひて)

4545 和歌短冊(口翁門人中尾純 豊口 36.3X6.0 3718 93811681 
氏の・・・)

4546 和歌短冊(母上が病気とき 豊口 36.3X6.0 3719 93811682 
きて帰省せしに・・・)

4547 和歌短冊(母上が病気と 豊口 36.3X6.0 3720 93811683 
き〉て)

4548 和歌短冊(口口口にやとり 豊口 36.2X6.0 3721 93811684 
しとき)

4549 和歌短冊「諸人の・・.J 豊口 36.3x6.0 3635 93811685 
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45501和歌短冊(故渡過男爵追悼|豊口
春夢)

45511和歌短冊 豊口

45521和歌短冊(箕面山のもみち|豊口
見にまかりし時に)

45531和歌短冊(風前薄)

45541和歌短冊(タ醜聞)

45551和歌短冊(水遊梅)

45561和歌短冊(恋風)

45571和歌短冊(山家鹿)

45581和歌短冊(萩風)

45591和歌短冊(春月)

45601俳句短冊「夕月や…J

45611和歌短冊「あらそひは…」

45621和歌短冊「さひしさの…J

45631和歌短冊(月前締)

45641和歌短冊(水郷眺望)

45651和歌短冊(春野)

45661和歌短冊(立春)

45671和歌短冊(祝)

45681和歌短冊「みそちあまり

45691和歌短冊「流れ行…J

豊頴

豊季

豊季
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36.2x6.2 1裏鉛筆書「花山院大夫権山氏ヵJ

36.3X6.1 1裏「正月二日Jf武召本庄宿 森田助右衛門
豊香(トヨヵ)J

36.2 X6.0 1裏鉛筆書「正内J

35.9x6.0 1裏「寄石祝日金津市材木町二丁目 渡漣豊子J

36.2 X6.0 I裏鉛筆書「蔭山口口カj

36.4X6.0 

32.8x5.3 

36.4X5.1 1裏鉛筆書「豊城の先日1

36.2x5.61 

36.3x6.0 1裏f江戸の人 山内栗之の口」

36.3x6.0 1裏「滝原宗閑」鉛筆書「五条 六十ノ内ー」

整理番号|備品番号

6794 193B 11686 

ウ

i

n

白

n

6

n

6

 

n

o

n

o

 

-

-
l

l

 

n

D

n

D

 

円
台

υ

n

べ
u

n
H
u
n同
υ

η

L

G

U

 

R

u

n

u

 

n

u

t

l

 

m

j

m

i

 

Q

u

n

u

-

-

‘

n
4
 

0
円

u

n
『

u

n

u

u

n
同

υ

n
h
u
n
h
u
n
o
p
o
 

l

l

i

-

-

-

-

-

ロ
u

n

D

n

D

n

D

n《

d

n

《

u

n

べ
u
n
4
u

n『
u

n
叶

u

n

同

υ

円
同

υ

n

U

Q

u

n

U

E

I

 

a

4

Q

u

n

u

n

U

 

R
U

民
U

ウ

i

ゥ
i

t
l
n
o
n
h
u
n
h
u
 

n
t
u
a
n守

Fhd

Q

u

n

3

n

ヨ

n
h
v
p
o
n
h
V
 

I

l

l

 

i

-

-

n

D

n

D

n

D

 

q
t
u
q
t
u
q
J
 

n
u
υ
n
H
u
n同
u

n

u

-

-

A

q

 

t

1

4
斗

n
4

n

o

t

-

q

4

 

n
n
v
p
n
u
n
h
u
 

円。
7

s

R

U

Q

U

ハU

l

A

n

L

q

u

凋

4

n
H
u
n叫
u

n

u

u

n
同

u
n
H
u
n
H
v
n
H
v
n
H
u
n
H
v

n
b

円。ロ
U

氏
U

ウ

i

弓

i

巧

i

ゥ
i

弓

i

l

l

-

I

l

l

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

l

 

n

D

n

D

n

D

n

D

n

D

n

D

n

D

n

D

n

D

 

η
、u
n

《

u

q

喝

u

q

t

u

n
毛

u

n

屯

u

n
《

u
η
t
u
η
t
u

n『
v

n

u

u

n

u

υ

n

H

u

n
『

u
n
H
u
n
u
u
n
H
v
n
H
U

η

J

A

斗

日

u

n

U

Q

d

司
U

9

u

ウ

i

n

u

G

U

R

u

n

u

-

-

q

u

A

せ

q
J

弓

i

A

u

n

b

o

o

q

u

ウ

i

q

u

1

1

n

L

4

・

ハ

O

η

L

q

t

u

n

h

u

n

U

7

a

n

h

u

n

L

n

L

t

l

 

36.4X6.1 1裏「森本氏(シ一川j鉛筆書「九ノ内Jf贈従一位 1 4228 193B11705 
山内容堂維新の元勲、土佐高知藩主、名は
豊信、慶臆三年重臣を遣し、幕府をして大政
を朝廷に奉還し、皇威を回復せんことを請う
明治元年車駕に先ちて東京に入る 明治五年
六月廿一日莞年四十六Jf山内豊信トヨシゲ) 土
佐藩主月を詠めるJf[姓名]山内豊信贈
従二位、維新元勲[生]文政十(一八二七)年
六月廿日(四六) [称号]容堂[住所]高知藩
主」

36.2x6.1 

36.3X6.1 

36.3x6.1 

36.0X5.8 

3722 193B11706 

7

'

n

O

Q

u

 

n

u

n

u

n

U

 

守

i

マ
I

7

'

1

1

1

 

1

1

1

 

n

D

n

D

n

D

 

q

J

q

u

q

J

 

Q

U

Q

U

Q

u

 

n宅
u
a
a
-
-
m
h
u

n〆旬

η
ノ“

n〆“

司

i

7

t

ウ

i

ntu

内
、

u
q
t
u

-316 



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

4574 和歌短冊(松陰先生妹君児 豊太 36.3X6.0 3726 93811710 
玉芳子口口米寿をいはひ
て)

4575 和歌短冊(松陰先生妹君児 豊太 36.3x6.0 3727 93811711 
玉芳子口口米寿をいはひ
て)

4576 和歌短冊(氏神祭典のをり 豊太 36.3x6.0 3728 93811712 
公の口口によりて太鼓屋
肇をかき出され口りけれ
は)

4577 和歌短冊(帰省の船中夜の 豊太 36.3x6.0 3729 93811713 
明けけれは)

4578 和歌短冊(不動伊平君の還 豊太 36.3x6.1 3730 93811714 
暦をいはひて)

4579 和歌短冊(米沢も…) 豊太 36.3X6.0 3731 93811715 

4580 和歌短冊(菅生氏か北海道 豊太 36.2x6.0 3732 93811716 
より帰省せしに行違ひに
なりであふを得きりたれ
は)

4581 和歌短冊(菅生氏か北海道 豊太 36.2x6.0 3733 93811717 
より帰省せしに行違ひあ
ふを得さりけれは)

4582 和歌短冊f人のなす・"J 豊泰 36.2X6.0 2158 93811718 

4583 和歌短冊(口口式) 豊泰 36.2x6.0 2159 93811719 

4584 和歌短冊(社頭菊) 豊泰 36.1 X5.9 裏「兵庫西出町平民武岡豊泰J 2160 93811720 

4585 和歌短冊(大倉喜吉郎氏の 豊泰 36.1x6.1 2161 93811721 
帰京を送りて)

4586 和歌短冊(直木氏の新築を 豊泰 36.0X6.1 2162 93811722 
祝ひて)

4587 和歌短冊(月宿梅) 豊泰 36.4X6.1 2164 93811723 

4588 和歌短冊(素山うしの…) 豊泰 35.6x6.1 2165 93811724 

4589 和歌短冊(社頭菊) 豊泰 35.7x6.0 2166 93811725 

4590 和歌短冊(寄口祝) 豊泰 36.1 X5.8 2167 93811726 

4591 和歌短冊(黒井海口陸戦・・・) 豊泰 36.2x6.1 2168 93811727 

4592 和歌短冊(旅順を口口せし 豊泰 36.3X6.2 2169 93811728 
祝ひに)

4593 和歌短冊「道のため・"J 豊泰 36.3X6.2 2170 93811729 

4594 和歌短冊「敵艦を・・.J 豊泰 36.3X6.2 2171 93811730 

4595 和歌短冊旧の本の・・'J 豊泰 36.3x6.3 2172 93811731 

4596 和歌短冊(口口方口の大勝 豊泰 36.3x6.3 2173 93811732 
をいわひて)
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4597 和歌短冊(遠征の十日団に 豊泰 36.3X6.2 2174 93811733 
寄贈する毛布のはしに)

4598 和歌短冊(口口口吉郎征露 豊泰 36.3x6.2 2175 93811734 
の軍に加はり出立のおり
示す)

4599 和歌短冊(征露軍人に寄贈 豊泰 36.2X6.2 2176 93811735 
する毛布のはしにおきつ
口んとて)

4600 和歌短冊「きみがふく…j 豊泰 36.3x6.2 2177 93811736 

4601 和歌短冊(日本海海戦の大 豊泰 36.2X6.1 2178 93811737 
勝利をいわひて)

4602 和歌短冊(観口式) 豊泰 36.2X6.1 2186 93811738 

4603 和歌短冊(・・・の出征を見送 豊泰 36.2X6.3 3057 93811739 
るとき)

4604 和歌短冊「はこたての・"J 豊泰 36.2x6.2 3065 93811740 

4605 和歌短冊 豊泰 36.3x6.3 3066 93811741 

4606 和歌短冊(古渡舟) 豊貞 34.9X6.0 5573 93811742 

4607 和歌短冊(豊口 豊貞 36.1x6.0 裏鉛筆書「正帖ノ内j 6048 93811743 

4608 和歌短冊「まど口して…」 豊富 36.0x5.8 2906 93811744 

4609 和歌短冊(尾崎ぬしを訪ひ 豊平 35.8X6.1 「中村秋香(あきか) 松本直秀 八田知紀等に 0730 93811745 
けるに釜の湯たきたりと 歌撃を修め、戸塚積斎に漢学を学ぶ 静岡の
て梢の錦てふ菓子をいた 人第一高等学校教授御歌所寄人著『皇園
して茶を玉はりけれは) 文法釈義』等多し 明治四十三年一月二十八

日残年七十J

4610 和歌短冊「咲花の・・.J 豊平 35.1x6.0 裏鉛筆書「員鍋豊平Jぺン書紙貼付「員鍋豊平ー 0789 93811746 
伊橡ノ人篤胤門下ノ国学者 一絃琴ノ名手ト
シテ京幾に鳴ッタ 明治=十二年残年九十
一Ji第七一六続j

4611 和歌短冊(田雪) 豊流 35.6x5.5 3222 93811747 

4612 和歌短冊「きのふみし…j 豊糠 36.3x6.0 7145 93811748 

4613 和歌短冊(夏の装束・・・) 豊城 36.6x6.0 裏「江戸山内豊城j 2969 93811749 

4614 和歌短冊「さとにつく…J 豊常 36.3x6.1 裏「滝原氏」鉛筆書「宗田ヵJ 1705 93811750 

4615 漢詩短冊(冬夜) 豚斎 36.3X5.8 0978 93811751 

4616 和歌短冊 象陽 36.1 X6.0 7243 93811752 

4617 漢詩短冊「解口田園旦事農 豹 36.2x6目。 「山脇豹」 4784 93811753 

4618 和歌短冊(終日封泉) 貞口 36.2x5.9 1969 93811754 

4619 和歌短冊(落梅) 貞口 36.2x5.9 3469 93811755 

4620 和歌短冊(竹久友) 貞口 36.3x6.2 4362 93811756 

4621 和歌短冊(青木口送りて) 貞口 36.0x6.0 5595 93811757 
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4622 和歌短冊「難波津の・..J 貞口 36.1X6.1 裏「畑惟竜j 6514 93811758 

4623 和歌短冊(口中歳晩) 貞一 36.3x6.1 2844 93811759 

4624 和歌短冊(月前遠口) 貞一 36.3x6.0 2987 93811760 

4625 和歌短冊(達磨) 貞栄 36.2x6.0 3095 93811761 

4626 俳句短冊(六世梧洞庵継号 貞英 36.5X6.0 6112 
蜘 1762

1を祝す)

4627 俳句短冊目石宗匠一周忌) 貞幹 36.2X6.0 0038 93811763 

4628 和歌短冊(春そすくなき) 貞幹 35.9X5.9 裏「藤井貞幹J鉛筆書「西村家J 6067 93811764 

4629 和歌短冊(春夢) 貞尭 35.7X4.9 裏「平安人物誌ニ出和気貞尭姓西村京 1421 93811765 
都千切屋恰一郎J鉛筆書「芦門J

4630 和歌短冊(三月尽) 貞景 36.4x6.0 裏皇室書「小池貞景J 0336 93811766 

4631 俳句短冊「蓬莱や・・.J 貞兼 35.5X5.7 5464 93811767 

4632 和歌短冊(鹿聾遠) 貞建 36.9x5.8 1369 93811768 

4633 和歌短冊(口山月) 貞五 36.3x5.7 3229 93811769 

4634 和歌短冊(花盛) 貞香 37.4X5.2 1488 93811770 

4635 和歌短冊「鴨川の・・.J 貞子 36.3X6.1 2507 93811771 

4636 和歌短冊「かさき山…J 貞子 36.3X6.0 2976 93811772 I 

4637 和歌短冊(寄菊祝) 貞子 36.0x6.0 裏「口第二口口Jf山鯨有朋公夫人J 3887 93811773 

4638 和歌短冊(寄鶴態) 貞時 35.0X5.9 6660 93811774 

4639 俳句短冊 貞室 36.2X5.4 「安原貞室初正章J 4990 93811775 I 

4640 和歌短冊「をちかたの・ooJ 貞祝 36.4x6.1 1064 93811776 

4641 和歌短冊(宇治河のほとり 貞信 36.3x6.0 4965 93811777 
にて)

4642 和歌短冊(名所梅) 貞信 36.3X6.1 「預撰歌三輪貞信J 5316 93811778 

4643 和歌短冊(蝶のうたの中に) 貞信 36.0X6.1 6421 93811779 

4644 和歌短冊(明月) 貞辰 36.3x6.0 裏「玄亮J 5783 93811780 

4645 和歌短冊(網代) 貞直 36.4x6.l 裏「富小路Jと墨書された紙貼付/鉛筆書rr園 0672 93811781 
学者史伝』篤胤の条に、従=位富小路貞直卿
の伝奏にて古史成文其他数部の書を仙洞御所
に奉と云々J

4646 和歌短冊(氷室) 貞直 36.2x5.9 裏鉛筆書「富小路J/r[姓名]富小路貞直[残] 6819 93811782 
天保八年八月三日(七十七) [生地・住所・職
業]公家、正三位前治部卿J

4647 和歌短冊(社頭祝言) 貞度 36.7X6.0 裳「祢宜正四位上度曾神主貞度 檎垣神主J 5815 93811783 

4648 和歌短冊「むさしあふ…J 貞扶 36.2X6.0 裏「城州山崎津田圃書J 0899 93811784 
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4649 和歌短冊(初雪) 貞融 35.5X5.4 裏「岩下貞融信濃ノ人善光寺楽人慶臆二 2223 93811785 
年六十九(※鉛筆書六十七(口集)とある)J/
r [姓名]岩下貞融善光寺楽人[残]慶謄
コ年(七十九)[住所]信濃人」

4650 和歌短冊(山家水) 貞融 36.2x5.7 裏「口口岩下j鉛筆書「岩下貞融信濃ノ人 3047 93811786 
善光寺楽人慶応三年七十九J

4651 俳句短冊「種まきの…J 貞老 35.9x6.0 7193 93811787 

4652 表・和歌短冊(卯とし弥生 貞行(表)、楠 36.1 X6.1 表に和歌、裏俳句あり 0148 93811788 
中の九日河州四条畷小楠 翁(裏)
公御社にもふてするふし
によめる)、裏・俳句短冊
(野蓮花)

4653 和歌短冊(寄月恋) 貴一 36.0X6.0 裏f十七J 6599 93811789 

4654 和歌短冊「神代より…J 貴ー 36.1 X6.0 7259 93811790 

4655 和歌短冊「樟姫の・・.J 貴ー 36.5X6.1 7260 93811791 

4656 和歌短冊「百口口の・"J 貴一 36.4X6.1 7261 93811792 

4657 和歌短冊「白菊に・・.J 貴一 36.0X6.0 7262 93811793 

4658 和歌短冊「鳩の海や・"J 貴一 36.0x6.0 7263 93811794 

4659 和歌短冊「うつろはぬ・"J 貴一 36.1 x6.1 7264 93811795 

4660 和歌短冊「分行らて・・・」 貴一 36.1 x6.3 7328 93811796 

4661 和歌短冊「年ことに…J 貴ー 36.2x6.1 7329 93811797 

4662 和歌短冊「うきまよふ…J 貴一 36.2x6.1 7330 93811798 

4663 和歌短冊 r~ 、とはやも…J 貴一 36.3x6.0 7331 93811799 

4664 和歌短冊「岡の口は・"J 貴一 36.2x6.1 7332 93811800 

4665 和歌短冊(露知玉) 貴則 35.8x5.4 3435 93811801 

4666 和歌短冊(鶴声と枕) 貴速 36.3X6.0 2151 93811802 

4667 和歌短冊 貴速 36.3X6.0 5669 93811803 

4668 和歌短冊「やまふかく…J 貴速 36.3x6.0 5773 93811804 

4669 和歌短冊(間安生嶋ぬしの 貴風 35.8x5.5 0119 93811805 
たくちめのきの越路の雰
ともろく消給ふをいたみ
て)

4670 和歌短冊(神楽) 貴風 35.7X5.5 1083 93811806 

4671 和歌短冊 貴風 35.2 x 5.4 2484 93811807 

4672 和歌短冊(千代松) 貴風 35.7x5.4 6622 93811808 

4673 和歌短冊(山人のこころ玉 貴理 36.5X5.9 2904 93811809 
を・・・)

4674 和歌短冊(絶後逢恋) 賀直 36.3X6.0 5754 93811810 

4675 和歌短冊(夕立) 資口 37.1 X5.9 裏「田向殿七十七J紙貼付「辰五H田向殿…J 2080 93811811 
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4676 和歌短冊(隅田川にてよめ 資愛
る)

36.3x6.0 裏鉛筆書旧野資愛卿」 6829 93811812 

4677 和歌短冊(歳暮祝) 資英 36.6x6.1 裏鉛筆書「白川ヵJとあるが斜線で消去 1555 93811813 

4678 和歌短冊(恋のうたの中に) 資規 36.1 X6.0 裏鉛筆書I伴直樹又直枝J 4376 93811814 

4679 和歌短冊(山家垣) 資規 35.9x5.4 裏「伴蕎践男J/r伴資矩(スケノリ) 文化七年六月 4428 93811815 I 
廿日残年j

4680 和歌短冊(夏雲) 資矩 36.4X6.0 裏旧口資矩口J 3427 93811816 

4681 和歌短冊(初腐連雲) 資慶 35.4x5.7 裏鉛筆書「烏丸寛文九J 4802 93811817 

4682 和歌短冊(星タ言志) 資元 36.3X5.7 裏鉛筆書「石塚nカ永三、九j 3318 93811818 

4683 和歌短冊(惜秋) 資光 36.4X6.0 6399 93811819 

4684 和歌短冊(草口燈) 資行 37.0x5.8 裏「柳原前大納言J 6746 93811820 

4685 和歌短冊(千鳥) 資校 36.0X5.4 裏鉛筆書「村六十内J 4401 93811821 

4686 和歌短冊(河上月) 資校 36.2x5.7 裏朱書旧野従一位J鉛筆書「公ノ小暮IP占J/ 4402 93811822 
r [姓名]日野資枝六卜五才[生]元文二
年十一月一日[残]享和元年十月十日j

4687 和歌短冊(翫花) 資枝 35.6X5.8 7139 93811823 

4688 和歌短冊「たくへくる…j 資勝 35.7 x 5.2 裏墨書「口大納言 日野大納言資勝J 0449 93811824 

4689 和歌短冊 r~ 、ろいろに…j 資政 36.3x6.0 鉛筆書「大阪 渡辺資政(ス片す} 座口社司J 3572 93811825 

4690 和歌短冊「君は松...J 資請 36.1 X6.0 2420 93811826 

4691 和歌短冊(岡薄) 資之 36.3X6.0 裏「皇太后宮職松室遊111J 0751 93811827 

4692 和歌短間(庭上鶴周11) 資之 36.3X6目。 裏「預撰歌j鉛筆書「明治十三年n皇太后宮職 1429 93811828 
松室遊山J

4693 和歌短冊 資之 36.2 X6.1 「松波資之J 5225 93811829 

4694 和歌短冊「春測に・・.J 資博 36.3x6.0 裏「宮中顧問官子爵 日野西資博J 6491 93811830 

4695 和歌短冊「動なき・ー」 資苗 36.2x6.0 0294 93811831 

4696 手1]歌短冊(綴苔) 資補 37.0X5.8 裏鉛筆書「三室戸資方 元名共英、又資補、 6401 93811832 
宝暦十四、八、七卒、四十五j . 

4697 和歌短n日(欲顕恋) 資茂 36.7X5.8 裏鉛筆書I日野弘資の男、従二位権中納言」 6752 93811833 
「貞享四、七、廿九発出八j

4698 和歌短冊(言出恋) 資茂 37.0X5.6 裏「日野権中納言従二位貞享之頃J鉛筆書「貞 6774 93811834 
享四、七、廿九、世八J

4699 和歌短冊(雪中早梅) 資養 36.3x6.0 0393 93811835 

4700 和歌短冊(山家) 資廉 35.3 x 5.8 袋鉛筆書「柳原n口の子」 0752 

4701 和歌短冊(荻) 資限 37.1 X5.8 裏鉛筆書「中御門 宝永四、八、廿ーコ、七 6713 93811837 I 
卜-J

4702 和歌短冊(月) 買仲 35.3X6.2 裳鉛筆者「竹十の内j 1467 93811838 

4703 俳句短冊「門松や・・.J 賜山 35.3X6.1 0084 93811839 

L 

-321-



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

4704 俳句短冊(田口瓢酔口長こ 賞竹 36.4x6.0 2719 93811840 
たび梧桐庵を残口されし
を賀して)

4705 和歌短冊(口食児) 賢治 36.5X6.0 7364 93811841 

4706 和歌短冊(寒月照梅花) 賢治 36.4x6.0 7365 93811842 

4707 和歌短冊(寒月照梅花) 賢治 36.5x6.0 7370 93811843 

4708 和歌短冊(時雨) 賢周 36.3x6.1 0320 93811844 

4709 和歌短冊(山花) 賛貞 35.8x5.4 「武内賛貞j 4852 93811845 

4710 和歌短冊(清水大法師のみ 足穂 36.4x6.0 裏旧下回足穂上州館林ノ人嘉平ト云フ 1507 93811846 
もとよりいとねむころな 守部門人王事ニ壷ス明治二十三年残七
るみうたをよせられける 十七Jと貼紙あり
嬉しさに)

4711 俳句短冊表「耳にしむ 踏山(裏) 35.0X5.8 表裏俳句あり 3599 93811847 
…j・裏(口庭宗近の古稀

を祝して)

4712 和歌短冊「さじなみの…J 身号弦 36.6X5.7 裳「越前家門安田一竜J 1704 93811848 

4713 和歌短冊(終夜間落葉) 身号弦 36.5X5.4 裏「安田射弦(季鷹ノ門人)J/r安田賜弦(ミ知的 6920 93811849 
文化十三年正月残」

4714 和歌短冊「月影を・・.J 期弦 35.7X5.4 裏「安田弦(季腐ノ門人)J 6961 93811850 

4715 和歌短冊(柳) 射行 36.1 X5.8 「大平門木官射行越後人(鉛筆書)古川氏 4890 93811851 
なるへし 明治十=年迄は生存、七十一才j

4716 和歌短冊(111蛍) 載之 36.2x6.0 「清水載之j 4844 93811852 

4717 和歌短冊(毎家有春) 輔世 36.2x6.0 裏墨書「三枚之内壬生官務殿安政六未年 0674 93811853 
九月頂戴也J

4718 和歌短冊(秋海辺) 輔世 36.3X6.0 裏墨書「三枚之内壬生官務殿安政六未年 0676 93811854 
九月頂戴也J

4719 和歌短冊(名所春月) 輝ー 35.8x5.9 6309 93811855 

4720 和歌短冊(霧篭紅葉) 輝慶 35.8x5.4 1439 93811856 

4721 和歌短冊「こぎのぼる…J 輝慶 34.8x5.5 2301 93811857 

4722 和歌短冊(かりかへるなり) 輝光 37.3X5.7 裏紙貼付旧野権大納言従二位輝光公享保 6741 93811858 
二正五義四十八J

4723 和歌短冊(月照松) 輝孝 35.9x5.6 裏「文化人物誌北村輝孝号文暢長助 1073 93811859 
蛸薬師小川n五五J

4724 和歌短冊「吹風に・・.J 輝実 35.5X5.5 裏「伴信友門 山根輝実」 1071 93811860 

4725 和歌短冊「口ときの…J 輝満 36.5X6.1 6551 93811861 

4726 和歌短冊 輿栄 31.6X5.4 4503 93811862 

4727 和歌短冊「ぬれぬれて・・・」 輿栄 32.0X5.3 4505 93811863 

4728 和歌短冊「おもふ口口"'J 輿栄 32.1X4.8 4506 93811864 

4729 和歌短冊 輿栄 32.2X5.3 4507 93811865 
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47301和歌短冊「吹風も...J 輿栄

47311和歌短冊「っ、めとも…J I輿栄

47321和歌短冊[一筋に・・・輿栄

47331和歌短冊(杖排玉

47341和歌短冊(三月はかり川崎|排玉
の駅の川つらにて)

47351和歌短冊(上杉謙信)

47361和歌短冊(残暑)

47371和歌短冊(待花)

47381和歌短冊(萩盛)

47391和歌短冊(寄松祝)

47401和歌短冊(名所春)

47411俳句短冊(野茨)

47421俳句短冊「梅の毛虫…J

47431俳句短冊(高塑口供)

47441書短冊I被他獅子皮..'J 

玉

口

綱

綱

忠

文

子

子

子

耕

緋

迎

近

近

近

近

迷

迷

迷

退

法量

31.7 X 5.4 

31.7x5.3 

32.1 X5.3 

35.8x6.0 

備 考 整理番号|備品番号

4508 193B11866 

4509 193B 11867 

4510 193B11868 

0349 1 93B 11869 

36.0x5.91裏墨書「僧排玉幕末、明治の歌人、俗姓大 10350 193B11870 
熊幼名鉄之助法名初め満潮のちに善蓮社
浄誉慶阿上人といひ、口々室(ゆらむろ)と号
す文政元年生る 江戸浅草の人十才僧と
なり、初め摺上寺にあり のち、神奈川三宝
寺の住職となる 和歌を橘守部、阿部春平に
撃ぴ、就中長歌に秀ず大沢枕山、近藤芳樹、
伊達千蹟等と文遊あり 門弟多く、平常八雲
琴を好み、暇あれば之を弾じ娯しむ 明治十
三年四月二十五日寂年六十三」

35.8X5.91 附|捌間

35.8X5.51裏鉛筆書「赤札 15804 193B11872 

32.5x5.9 1 1 .3105 193B11873 

32.5x6.0 1 1 4684 193B11874 

35.6x5.71 1 6353 193B11875 

36.2X5.7 1裏「長雅右第高屋源八 13287 193B11876 

36.3x6.0 1 1 1028 193B11877 

36.2x6.0 1 1 2712 193B11878 

36.3X6.0 1 1 2713 193B11879 

36.5X6.0 1裏「相国寺荻生濁園濁山の師J裏掛紐付 1 4711 193B11880 

47451和歌短冊「しきしまの…J 1遁遥院、教国 136.0x5.712首あり
「まなふ身ハ・・・」

47461和歌短冊「七種もの…1

47471和歌短冊

47481和歌短冊(忍待恋)

47491和歌短冊(祝)

47501和歌短冊(寄月述懐)

47511和歌短冊(山路梅口)

47521和歌短冊「雪とけて・・・」

47531和歌短冊(朝恋)

47541和歌短冊(寄日祝)

47551和歌短冊(秋風入琴)

47561和歌短冊(楠公)

47571和歌短冊(江寒口

口

口

夏

久

久

経

子

枝

治

治

周

純

通

通

過

通

通

通

通

通

通

通

通

通

36.4X6.0 

36.2X6.0 

36.1 X6.0 

36.3x6.1 1裏鉛筆書「久我通久J

36.2x5.91裏鉛筆書「久我j

36.3X6.0 1裏鉛筆書「河野通経二条新地杉-J

36.3x6.0 1裏「丙十二H三井J

36.1x6.0 1裏墨書「中院J

36.3X6.1 1裏鉛筆書「梅口 八八ノーj

36.3x6.0 1裏「梅谷口 (鉛筆書)八十八人のー」

36.1 x5.9 1 

35.4x5.71裏「中のいんさい口」

0528 193B11881 

6946 1 93B 11882 

2408 1 93B 11883 

1466 193B11884 

6749 193B11885 

6757 193B11886 

5918 193B11887 

1276 193B11888 

0736 1 93B 11889 

3131 193B11890 

3167 193B11891 

5575 193B 11892 

2082 193B11893 
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

4758 和歌短冊(雪中眺望) 通純 35.7x6.0 裏鉛筆書「通村男正一位権大納言承応 6298 93811894 I 
二年四十二残j

4759 和歌短冊(蚊口火) 通勝 34.6x5.9 3293 93811895 

4760 俳句短冊「活花の・・.J 通盛 36.2 x6.0 1201 93811896 I 

4761 和歌短冊(澗松) 通積 36.1 X5.8 裏鉛筆書「東久世 宝暦勤王二十廷臣の一人、 1380 93811897 
明和元、八、廿ーコ、五十七n六十内」

4762 和歌短冊(雨後鵜河) 通村 36.6X5.5 裏「中院通村卿J 3177 93811898 

4763 和歌短冊(寄日恋) 通村 36.0X5.7 裏鉛筆書「中院通村口Jr思廿のーノ内J 3292 93811899 I 

4764 和歌短冊(山色連天) 通泰 36.4x6目Or [姓名]井上通泰[生]慶応三年十二月 2959 93811900 
[残]昭和十六年八月十六日(七六)J

4765 和歌短冊(なすぴ) 通泰 36.3x6.0 「井上通泰昭和十六年八月 残年J 3335 93811901 

4766 和歌短冊(関屋タ) 通知 36.3x5.4 裏紙貼付「中院廿三代通知公J/鉛筆書「弘化 1498 93811902 
三、四、四莞」

4767 和歌短冊「めくり来て…J 通知 35.5X5.5 2811 93811903 

4768 和歌短冊(苗代) 通忠 35.9X5.7 7255 93811904 

4769 和歌短冊(国家秋口 通文 36.0X6目。 裏「廃田通文別姓梅口氏、東京コ条邸住、 5904 93811905 
明治初年没、(鉛筆書)廿八年、三月一日残八
十J

4770 和歌短冊(海透霞) 通茂 34.0X5.0 1373 93811906 

4771 和歌短冊(彊) 通雄 35.8X6.0 裏鉛筆書「新口通雄国学者篤胤門駿河 5777 93811907 
国府の人号相園天保六年残」

4772 和歌短冊佃家) 通理 36.4x6.0 裏鉛筆書「久世通理通根男、宰相正二位、 0673 93811908 
和歌をよくして名あり カ永三、正、五莞年

4773 和歌短冊(坂月) 通理 36.2x5.9 裏鉛筆書「久世通理卿 カ永三藷J 1506 93811909 

4774 和歌短冊(花問鷺) 通理 36.3x6.0 裏「肥藩人某J鉛筆書「久世n嘉永三、正、五 6754 93811910 
コ、七=j

4775 和歌短冊「花の香を・"J 通i専 36.3X6.1 裏「芥川社神主御杖門河野主膳」 3568 93811911 

4776 和歌短冊「七種は・・.J 通稽 36.4x6目。 0797 93811912 

4777 和歌短冊(簾外花) 通穏 36.2 X6.0 0798 93811913 

4778 和歌短冊(里花) 通稽 36.3x6.0 裏「元老院副議長正三位勲二等伯爵東久世通 0799 93811914 
稽卿Jr口田君Jr後藤弘拝呈」

4779 和歌短冊(梢々李成竹) 通稽 36.3x6.0 0800 93811915 

4780 和歌短冊(三月謹) 通射 36.0x5.4 裏鉛筆書「ケキ、ハ、ン陳義重の手j 0740 93811916 

4781 和歌短冊(口底泉) 通射 36.2x5.8 裏鉛筆書「中院通賜一.芳賀人名辞典に 通 1340 93811917 
茂の子右大臣に至る 和歌及童を能くす元
文四年十二月義す云々 一名家年表ニ元
文四年十二月日(七二)云々J/r中院通射公
通茂の子右大臣に至る 従一位和寄及董
を能くす 元文四年十二月三日義年七十二」

4782 和歌短冊(開花) 通身号 33.2x5.3 1342 93811918 
L-
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

4783 和歌短冊(風落薄) 通射 36.6x5.5 3279 93811919 

4784 和歌短冊(初春闘 通賜 36.3x5.5 裏鉛筆書「如何J 4072 93811920 

4785 和歌短冊(覇中見花) 通期 36.3x6.0 5396 93811921 

4786 和歌短冊(鈴寒) 通期 36.2 X5.7 6709 93811922 

4787 和歌短冊(行路薄) 通朗 36.5X5.7 6710 93811923 

4788 和歌短冊(初腐) 通射 36.4X5.6 6711 93811924 

4789 和歌短冊「咲いつる・・・」 速満 36.2X5.8 0179 93811925 

4790 和歌短冊「雪間より…J 連胤 36.3x6.0 0278 93811926 

4791 和歌短冊(祈身恋) 連胤 35.7X5.4 0279 93811927 

4792 和歌短冊(往事知夢) 連胤 36.4x6.0 裏面に紙貼付「京鈴鹿神祇権少副中臣連 0333 93811928 
胤j、「桂門人京師吉田社人・・・J

4793 和歌短冊「咲そめし・..J 連月 36.3x6.0 6975 93811929 

4794 和歌短冊(山霞) 連月 36.1 X5.9 6976 93811930 

4795 和歌短冊(花の頃たひにあ 連月 36.3x6.0 6978 93811931 
りて)

4796 和歌短冊(あふひの霧) 連月 36.5x6.0 6980 93811932 

4797 和歌短冊(紅葉頃宇治にも 連月 36.4X6.0 6981 93811933 
のして)

4798 和歌短冊(松雪) 連月 36.3x6.0 6982 93811934 

4799 和歌短冊(春をはらひて) 連月 36.1 x5.8 6984 93811935 

4800 和歌短冊(宮のくらへうま 連月 36.1 X5.8 6985 93811936 
にまかりで)

4801 和歌短冊(花の頃たひにあ 連月 36.1 x5.8 6986 93811937 
りて)

4802 和歌短冊(初春・・.) 連月 36.3X5.9 6987 93811938 

4803 和歌短冊「みしめなは・..J 連月 36.2X6.0 6990 93811939 

4804 和歌短冊(花) 連月口口口 36.0X5.8 6974 93811940 

4805 和歌短冊「うさきより…J 連月八十口 36.0X6.0 6979 93811941 

4806 和歌短冊(もりの時鳥) 連月八十口 36.2X6.0 6988 93811942 ， 

4807 和歌短冊 連城 36.3X6.0 裏鉛筆書「赤松連城J/r[姓名]赤松連城 2114 93811943 
七十九才[残]大正八年七月二0日J

4808 俳句短冊(瓢酔ぬしの嗣続 連71< 36.5x6.0 4163 93811944 
開庵を賀して)

4809 俳句短冊(口調庵大人の立 連川 36.3x6.0 裏f伊豆園田市郡北上村・・・谷の本J 4162 93811945 
机を祝し侍りて)

4810 俳句短冊 逸氏 36.4X6.0 4188 93811946 

4811 和歌短冊(タ蛙) 逸時 37.4X6.0 裏「十二j 3429 93811947 
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4812 漢詩短冊(清水寺観機) 逸心 36.1 x6目。 0962 93811948 

4813 俳句短冊(梧洞庵六世の開 逸清 36.4X6.1 裏墨書「下サ香取郡神里村織幡佐藤逸清J 0024 93811949 
号を祝して)

4814 漢詩短冊(奉閏月花頂山責 逸鶴 36.3x6.0 0961 93811950 
月御遊)

4815 和歌短冊 逸朗 35.4X6.1 裏「用沢権一郎J 6661 93811951 

4816 俳句短冊「口残し・・J 逸史 36.4x6.0 7178 93811952 

4817 俳句短冊「陽当の・・.J 逸沸l 36目OX5.9 「碩布門児玉逸測」 5041 93811953 

4818 和歌短冊(口) 遊翁 35.3X6.0 裏「海野幸典(ゆきのり) 江戸ノ人大府ノ御内 3212 93811954 
人タリ遊翁ト号ス 大平門ニシテ頻リニ天口
哀波ノ学ヲ詳細ニス国語撃ヲ研究シ晩ニ寄詠
ヲ専門トシ口三家ヲナス従ヒ撃者頗ル多シ通
称源兵衛柳園トモ号ス嘉永元年十一月十一日
残ス年六十j

4819 和歌短冊(雪中竹) 遊山 36.2X6目l裏「松波資之翁号花仙堂J鉛筆書「明治二十 1428 93811955 
四年勅題j

4820 俳句短冊「門先に・・.J 遊舟 35.9X5.7 裳鉛筆書「新年j 1230 93811956 

4821 和歌短冊(七夕獣) 遊清 36.5X5.8 「本間遊清春海門歌人又有識学に通す、伊 3296 93811957 
予園吉田藩士、江戸に住す、字は士龍又伯震、
通橋与一、九江、眠雲、又百里(※百里は斜
線で消)をして世に知らる嘉永三年八月 残
年七十 (鉛筆書)ーニ安政元、四口口口口」と
書いた紙あり r [姓名]本間遊清(む7.J.-r:イ)
聖書、和学者[生]天明元(一七八一)年(伊予)
[残]嘉永三(一八五0)年八月十六日(七十)
[称号]字士龍、号限雲[流派]村田春海門
[其他]当時、篤胤、伴信友と併せて和学三
大家と稿す改正五十音図等著多しJ

4822 和歌短冊「こぎいでて…j 道口 36.3x6.1 2363 93811958 

4823 和歌短冊「君か持・"J 道ー 36.4X6.1 6686 93811959 

4824 和歌短冊「タ".J 盟Ja主τ口k 36.3x6.0 4649 93811960 

4825 和歌短冊(蛍過窓) 道吉 36.3x6.0 4650 93811961 

4826 和歌短冊(瑚口橘) 道吉 36.5X6.0 6597 

4827 和歌短冊「折にあひて・"J 土A色EE1hEt3 36.3x6.0 6608 93811963 

4828 和歌短冊(浦鶴) 道久 36.3x5.8 裏「三十八J 4139 93811964 

4829 和歌短冊(枕) 道業 36.2X6.0 6692 93811965 

4830 和歌短冊(松) 道済 36.0x5.7 7056 93811966 I 

4831 和歌短冊(春朝鶴) 道作 35.7X5.4 4778 93811967 

4832 和歌短冊「たか松に・"J 道作 37.0X5.8 「山脇道作J 4790 93811968 

4833 和歌短冊(試毒) 道作 36.3X5.9 4792 93811969 

4834 和歌短冊(水辺蛍) 道守 36.4X6.1 裏鉛筆書「橘道守 50 東廿ノ内J 0773 93811970 

4835 和歌短冊 道守 36.1 X6.0 裏朱印「翠口舎石花閑」 2090 93811971 
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4836 和歌短冊「春なから...J 道重 35.9x5.6 5601 93BI1972 

4837 和歌短冊(露) 道信 36.4X6.0 5865 93BI1973 

4838 和歌短冊「かせあれて・..J 道澄 36.5X5.4 3479 93BI1974 

4839 和歌短冊 道寸 36.0X5.9 5471 93BI1975 

4840 和歌短冊(寄竹祝) 道成 36.2x6.0 2196 93BI1976 

4841 和歌短冊(霞中柳) 道前 35.4x6.0 4039 93BI1977 

4842 和歌短冊(湖辺雪) 道雄 36.9x6.1 6434 93BI1978 

4843 和歌短冊(しまかくれけり) 道陽春 36.0x5.3 6393 93BI1979 

4844 和歌短冊「むかし見し・..J 道良 36.2x6.0 2828 93BI1980 

4845 和歌短冊表(渡霧)・裏 道教(表)、高 35.0x5.9 表裏和歌あり 6673 93BI1981 
(海上月) 景(裏)

4846 俳句短冊「さくらかな…j 達空 36.3x6.0 3978 93BI1982 

4847 和歌短冊(国家煙) 達時 36.3x6.0 2384 93BI1983 

4848 和歌短冊「香はしき…j 達時 36.0X5.9 2386 93BI1984 

4849 和歌短冊(新年河) 達時 36.3x6.0 2387 93BI1985 

4850 和歌短冊(皇大神に参詣し 達時 36.3x6.0 2389 93BI1986 
侍りて)

4851 和歌短冊 達時 35.5x6.1 4624 93BI1987 

4852 和歌短冊(元旦) 達時 36.4x6.0 4625 93BI1988 

4853 和歌短冊(新年海) 達時 36.5x6.0 7110 93BI1989 

4854 和歌短冊「大道を・・.J 達時 36.1 X5.9 7114 93BI1990 

4855 和歌短冊「迷わすに・・・j 達時 36.3x6.0 7121 93BI1991 

4856 和歌短冊表(宇野田大人 達時 36.0X5.9 7122 93BI1992 
の還暦を祝して)・裏「奥
底に・・・J

4857 和歌短冊(今村大人の功労 達時 36.3x6.0 7125 93BI1993 
を賞せ口れを祝し侍りて)

4858 和歌短冊(中臣神) 猿顕 33目OX5.7 3099 93BI1994 

4859 和歌短冊(糸桜) 遠海 36.0X6.0 5762 93BI1995 

4860 和歌短冊(寄口女恋) 遠海 35.7x6.0 6320 93BI1996 

4861 和歌短冊(初秋) 遠海 36.5x6.0 6321 93BI1997 

4862 和歌短冊(夕立) 遠海 36.5X6.0 6322 93BI1998 

4863 和歌短冊(111柳) 遠海 36.4x6.0 6324 93BI1999 

4864 和歌短冊(寄車慾) 遠里 34.3x5.5 裏「京師人西村遠里j 4420 93BI2000 

4865 和歌短冊「をのか春に・..J 適驚 35.7x5.5 4129 93BI2001 
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4866 和歌短冊「ほとちかき…J 遵口 36.5X5.5 4349 93812002 

4867 和歌短冊(鶴契口年) 邦慶 35.4X5.3 5832 93812003 

4868 和歌短冊(雲雀) 歩[1保 35.9X5.9 裏鉛筆書「岡本ヵ山本ヵ 賀茂人 山本季腐 0638 93812004 
の後、有栖川の臣n芳口村山邦保大平門
通称、久平次、長崎ノ人J

4869 和歌短冊(早秋) 邦頼 36.4X6.1 裏鉛筆書「伏見宮享和三年嘉ヵ 七十才J/ 2189 93812005 I 
r [姓名]伏見宮邦頼J

4870 和歌短冊 都雄 35.5X5.9 絵には「玉般Jの落款 4134 93812006 

4871 和歌短冊 都留子 36.2X6.0 裏「男爵高寄正風妾小泉都留子j 3535 93812007 

4872 俳句短冊(幾蓋庵の五百年 郷采 35.9X6.0 裏墨書「甲辰口n再出j 0619 93812008 
にあはは)

4873 漢詩短冊(壬成元B) 酌中 36.4X6.0 0502 93812009 

4874 和歌短冊(壬代元旦) 酌中 35.8X6.1 3463 93812010 

4875 和歌短冊(還暦賀) 醒酔 35.4 x 6.1 6610 93812011 

4876 和歌短冊(雪の・・・) 釈如民 36.2X5.5 6552 93812012 

4877 俳句短冊(瓢醇宗匠の開庵 里久 36.3X6.0 裏鉛筆書「越中東口波郡福口町 安永六之丞J 5813 93812013 
を祝して)

4878 和歌短冊(十六夜) 里積 36.3X6.0 裏「鳥取歌人n口口j鉛筆書「宮原J 1514 93812014 

4879 和歌短冊(春風寒) 里路 36.3x6.0 裏墨書「伊勢人国学者加藤氏J鉛筆書「五ノ= 0718 93812015 
ノ内J

4880 和歌短冊「ゆふゃみを・..J 里路 36.4X6.0 裏鉛筆書「加藤里路伊勢人国学者J 0719 93812016 

4881 和歌短冊(山家深雪) 重口 32.7x6.8 3102 93812017 

4882 和歌短冊(属) 重口 36.1 x5.5 5529 93812018 

4883 和歌短冊(終日封泉) 重口 36.4x6.0 5902 93812019 

4884 俳句短冊「虫l喰や・..J 重安 35.5X5.3 5412 93812020 

4885 和歌短冊(寄鏡恋) 重胤 36.5x6.0 裏「島重胤出雲大社禰宜通稿兵庫明治 5822 93812021 
十七年七十二残J

4886 和歌短冊(若草) 重遠 35.4X5.4 裏鉛筆書「芦門、鈴木重遠ヵ 法名道口、口 1665 93812022 
法院の口J紙貼付「谷重遠(※鉛筆で斜線が入
っている) 通称三郎春山と号す土佐ノ人
神典国史律令格式ヲ挙ピテ名高シ 四国文学
の開拓者享保三年残年五六」

4887 和歌短冊(賀茂の秋行幸の 重遠 36.8X6.1 裏「力石重遠J 1679 93812023 
御ともの人々に口口口て)

4888 和歌短冊 重遠 37.3x5.7 裏鉛筆書「力石重遠Jr桂門 力石重遠J 6716 93812024 

4889 和歌短冊「家も口口...J 重遠 36.6x6.1 7219 

4890 和歌短冊(新樹) 重卿 36.3x6.0 裏「寧楽の半田西荒川雲華J 1045 93812026 

4891 和歌短冊(江春月) 重郷 36.5x6目O 「荒川重郷」 4859 93812027 
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4892 和歌短冊(神楽) 重矩 36.6x6.0 「本眼医大村重矩字士準号藍川平安 4785 93812028 
人物誌J

4893 和歌短冊(盤知夜) 重敬 36.4x5.5 3477 93812029 

4894 和歌短冊(龍中蛍) 重賢 36.1 X5.5 5869 93812030 

4895 和歌短冊(馬上見花) 重賢 36.6x6.1 6436 93812031 

4896 和歌短冊「よあらしの…J 重賢 35.1 X5.4 鉛筆書「小野重賢蟻蛤館主人ト云フ芦奄 6667 93812032 
門ニシテ同門の巨撃有識ノ学ニ精シク書口上
代風ヲヨクセリ天保五正月卒五九」

4897 和歌短冊(終日封泉) 重孝 36.4 x 6.1 2009 93812033 

4898 和歌短冊(タ梅) 重孝 36.4x6.0 2465 93812034 

4899 和歌短冊(浦和の図中によ 重弘 36.2x6.0 2936 93812035 
める)

4900 和歌短冊(卯花) 重弘 36目OX5.7 「鈴木重弘J 4837 93812036 

4901 和歌短冊 重弘 36.5x6目l 6561 93812037 

4902 俳句短冊「なき人の・..J 重行 35.3 x 5.9 2706 93812038 

4903 和歌短冊(山路秋月) 重高 35.7X5.5 4448 93812039 

4904 和歌短冊(口雪例) 重剛 35.6x6.0 4456 93812040 

4905 和歌短冊(梅薫袖) 重治 35.1 x5目8 4713 93812041 

4906 和歌短冊(馬上月) 重治 32.8x6.5 4714 93812042 

4907 和歌短間(暁帰腐) 重治 35.0X5.8 4722 93812043 

4908 和歌短冊(立春霞) 重治 35.1 x5.9 4723 93812044 

4909 和歌短冊(雪中待友) 重治 36.5x5.6 7146 93812045 

4910 和歌短冊(七夕) 重樹 35.6x6.0 0387 93812046 

4911 和歌短冊(州花交色) 重俊 36.2x6目。 裏「高槻貴光男掘重俊龍眼闘j 7249 93812047 

4912 和歌短冊(依慮月明) 重春 36.4x6.1 裏鉛筆書I渡辺重春(※この名は線引で消す) 1111 93812048 
メ二つ、五、九残、六十jfxJ

4913 和歌短冊「天つ神・・.J 重春 36.7X6.1 3531 93812049 

4914 和歌短冊「さかえ行・・・j 重女 36.5X6.0 4970 93812050 

4915 和歌短冊(庭新樹) 重女 36.4x6.0 裏「直jの印/紙貼付「上国重梅桜二十六歌 4971 93812051 
仙の一人j

4916 和歌短冊「やまさとは…J 重女 36.4X6.1 「上田重子J 5274 93812052 

4917 和歌短冊「ふるみとり…j 重勝 36.1 x5.7 表裏歌あり 0128 93812053 
. (葛風)

4918 和歌短冊「年へでも一.J 重勝 27.9X6.0 0184 93812054 

4919 和歌短冊(寄石祝) 重水 36.3x6.1 裏「・・・宇津重水J 4641 93812055 

4920 俳句短冊「科をおふ...J 重数 35.6X5.5 5440 93812056 
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4921 俳句短冊「あへものや・..J 重成 35.3x5.1 5431 93812057 

4922 和歌短冊(夜燈) 重成 36.2X6.0 裏鉛筆書「天保九、八、廿八J 6735 93812058 

4923 和歌短冊(ゆふたち) 重成 36.0X5.6 6763 93812059 

4924 和歌短冊「清の江の-・・」 重政 36.1 x6.0 5968 93812060 

4925 和歌短冊(落葉口風) 重生 36.1X6.0 1938 93812061 

4926 和歌短冊(庭夏月) 重石丸 36.5x6.0 r [姓名]渡辺重石丸(イカリマ川[生]天保 2132 93812062 
七(一八三六)年一一月一五日[残]大正四(一
九一五)年一O月一九日(八0)[住所]豊前中
津藩士[流派]平田篤胤門[その他]重名の
孫、重蔭の子、重春の弟」

4927 和歌短冊(四月八日によめ 重善 36.3x6.0 5764 93812063 
る)

4928 和歌短冊(神楽) 重達 36.2x6.0 7254 93812064 

4929 和歌短冊(月) 重忠 34目4X5.7裏鉛筆書「室町時代口口Jf畠山重忠J 1567 93812065 

4930 和歌短冊「船とめて…J 重度 36.3x5.7 1084 93812066 

4931 和歌短冊(若菜) 重棟 35.9x5目6 6843 93812067 

4932 和歌短冊「むそちあまり 重徳 36.4x6.0 裏鉛筆書「隆の口J 6017 93812068 

4933 和歌短冊「夏かほの.ooJ 重之 34.5X5.3 0527 93812069 

4934 和歌短冊「ほと当ぎす…j 重之 36.4X6.0 裏鉛筆書「宗ノ内J 1537 

4935 和歌短冊(紅葉) 重能 35.7X5.4 裏「庭田殿J鉛筆書「重嗣男、天保十三、八、 6825 93812071 
十九義、六ーj

4936 和歌短冊「菊といび…」 重美 35.5X5.5 6559 93812072 

4937 和歌短冊(まつりの日雪鳴 重武 36.1 X5.5 裏「源中納言J又「源中納言二十円J 5831 93812073 
しけれは)

4938 和歌短冊「すみなれて・ooJ 重豊 35.9X6.2 裏「口(破損)山中納言重豊公歌宝暦時代J 1341 93812074 

4939 和歌短冊(雪朝眺望) 重満 37.0x6.0 0507 93812075 

4940 和歌短冊(寄道祝) 重満 36.3x5.9 包紙「月照上人Jベン書「大綱和向 淀の川舟 0550 93812076 
近斎義重義重の遺口のうちj

4941 和歌短冊(互忍恋) 重満 36.3x6.0 包紙「月照上人Jぺン書「大綱和尚 淀の川舟 0551 93812077 
近斎義重義重の遺口のうち」

4942 和歌短冊(八幡) 重名 36.2x5.8 裏「渡過重名J/r[姓名]渡辺重名(シゲナ) 園 5817 93812078 
学者[生]宝暦八(一七五八)年[残]天保元
(一八三0)年一二月二二日(七三)[称号]名・
堅石[住所]豊前中津人[流派]荒木田久老
に、また二条家に、また宣長[其他] r神罰
則報論』等、当時九州三大家の一人と口」

4943 和歌短冊(暮秋雨) 重名 37.6X5.9 6479 93812079 

4944 和歌短冊(海漫鹿) 重明 36.5X5.9 裏朱書「健田柳軒名重明J 4269 93812080 

4945 和歌短冊「八十口口-・・j 重明 35.6x5.2 裏「億岡信軒Jr億田重明 {言軒(鉛筆書)柳軒 4270 93812081 
寛政七年八月七日残七十三才j
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4946 和歌短冊(寄虫恋) 重明 36.5X5.4 裏鉛筆書「思廿の内J 4426 93BI2082 

4947 和歌短冊 重門 36.0X6.2 4272 93BI2083 

4948 和歌短冊「をとめ子か・.J 重野 36.4x6.0 5113 93BI2084 

4949 和歌短時(喜多川ぬしの還 重良 36.4X6.0 2753 93BI2085 
暦を賀しま口らせて)

4950 和歌短冊(紅葉浅) 重嶺 35.9x6.0 0793 

4951 和歌短冊(虎) 重老 35.9x5.6 裏鉛筆書「島重老(シゲオユ) 明治三、残、七十 1402 93BI2087 
九、 JI五二冊ノ内」

4952 和歌短冊(月欲出) 重老 36.5x6.0 裏f大社上宮嶋J 1403 93BI2088 

4953 俳句短冊「菊の世話・・・」 野屋 36.1 X5.9 3843 93B12089 

4954 和歌短冊「咲花に・・.J 野洲良 35.8x5.4 裏鉛筆書「天保三、十一、廿五、六一J/r[姓 5891 93BI2090 
名]関岡野洲良(せきをかやすら) 歌人[生]
安永元(一七七三)年(むさし八王子)[残]天保
三(一八三二)年十一月廿五日(六一)[称号]名
安良、号花月口関亭[流派]高井宣風に学
ぶ[其他]考謹にも精し『日本書紀嬰口聞』
等J

4955 書短冊 野人朗口主 35.2x5.8 2707 93B12091 
しるす書

4956 和歌短冊(千鳥) 量原 32.5x6.1 0295 93BI2092 

4957 和歌短冊(款冬) 量原 32.5x5.9 「栗田土暦 園学者、遠江園八幡の神主、真 1091 93BI2093 
淵及宣長門、文化八年七月八日夜、七十五
才j

4958 和歌短冊(野月) 量弘 36.2x6目。 裏鉛筆書「町尻子爵御歌所口侯量衡男J 6487 93B12094 

4959 和歌短冊(名所春月) 量衡 36.4X6.1 裏「町尻正三位量衛卿Jr町尻衛卿最輔男、 6403 93BI2095 
右少将正五位上 (鉛筆書)メ四十、四、廿二、
年八十Jと書いた紙貼付

4960 和歌短冊 釣口 37.5x6.0 2457 93B12096 

4961 和歌短冊(沼月) 釣雪 36.4X5.4 1444 93BI2097 

4962 和歌短冊(野口) 釣雪 37.3x6.0 裏鉛筆書「オーバタ百拙ニ釣雪K7号アリj 4051 93B12098 

4963 俳句短冊 r~ 、ふ事も…」 鈍鳥 35.8x5.7 裏「存義一司馬可因一酉鈍鳥J鉛筆書「江戸 0943 93B12099 
人、天保八・正・廿一残J

4964 和歌短冊(祝世) 妙子 36.3x6.0 裏鉛筆書f正四位男爵水野忠幹室妙子 三宅 0881 93B12100 
康直女月姫大正八年3 七十才J

4965 和歌短冊(寄鶴祝) 量生、子 36.4x6.0 裏「正四位男爵水野忠幹妻妙子J鉛筆書I三宅 0882 93B12101 
康直女月姫JI大正八年七十才j

4966 和歌短冊(萩) 妙子 36.3x6.1 1450 93B12102 

4967 和歌短冊(愛竹の君のひと 妙子 36.2x6.0 1451 93B12103 
めくりに)

4968 和歌短冊(新室の御ことほ 妙子 36.1 X6.0 1452 93B12104 
きを)

4969 和歌短冊(山家梅) 紗子 36.2x6.0 1453 93B12105 
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4970 和歌短附(御新婚をことほ 妙子 36.3X6.0 1470 93812106 
きて)

4971 和歌短冊(星岡閑居) 妙子 36.2x6.0 1471 93812107 

4972 和歌短冊(山藤) 紗子 36.3X6.0 1478 93812108 

4973 和歌短冊(我子のおいさき 妙子 36.5x6目。 裏「明治十四年十一月宜五歳のことほきに」 1483 93812109 
をいはひて)

4974 和歌短冊(時雨) 妙子 36.1 X5.8 1489 93812110 

4975 和歌短冊(寄箇祝) 妙子 36.3X6.0 1490 93812111 

4976 和歌短冊惜し橋) 妙子 36.2X6.0 裏「大正八年四月十四日歌曾当座鎌倉名所 1491 93812112 
ノ内古稀紗子」

4977 和歌短冊「みとり子に…j 紗子 36.6x6.0 裏鉛筆書「口のJ 1492 93812113 

4978 和歌短冊(新梅露) 妙子 36.2x6.0 1493 93812114 

4979 和歌短冊(夜梅) 紗子 36.3X6.0 1494 93812115 

4980 和歌短冊(宜直兄弟の祝ひ 妙子 36.5X6.0 裏「明治十四年十一月五百崎へよみておくるJ 1495 93812116 
に五百崎口寄よみて贈り
けるうれしさに返しとハ

なくて)

4981 和歌短冊(新聞) 紗子 36.1 X6.0 1496 93812117 

4982 和歌短冊(初秋風) 紗子 36.2 X6.0 1504 93812118 

4983 和歌短冊「みどりごに…J 紗子 36.3X6.0 1893 93812119 

4984 和歌短冊(諏訪湖) 紗子 36.4x6.0 2302 93812120 

4985 和歌短冊 紗子 36.3x6.0 2303 93812121 

4986 和歌短冊(高漬氏のみまか 紗子 36.3x6.0 2304 93812122 
りけるをききて)

4987 和歌短冊(月夜間街) 紗子 36.4x6.0 2306 93812123 

4988 和歌短冊(金婚式を寄松祝 紗子 36.3x6.0 2307 93812124 
といふことに)

4989 和歌短冊(務) 妙子 36.2 X6.0 2308 93812125 

4990 和歌短冊 妙子 36.2x6.0 裏「大正六年有口生馬口j鉛筆書「生馬(口口 2309 93812126 
家)J

4991 和歌短冊(雪口梅) 妙子 36.3x6.0 2310 93812127 

4992 和歌短冊(寄露祝) 紗子 36.1 X6.1 2311 93812128 

4993 和歌短冊(閑居梅雨) 妙子 36.2 X6.0 2312 93812129 

4994 和歌短冊「夢のまにー・j 紗子 36.2x6.0 2313 93812130 

4995 和歌短冊 妙子 36.3x6.0 2314 93812131 

4996 和歌短冊 妙子 36.4X6.0 2315 93812132 

4997 和歌短冊 紗子 36.2x6.0 2316 93812133 
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4998 和歌短冊(寄山祝) 妙子 36.3x6.0 2317 93B12134 

4999 和歌短冊(郭公) 妙子 36.2x6.1 2319 93B12135 

5000 和歌短冊「むつまじく…」 紗子 36.2x6.0 2320 93B12136 

5001 和歌短冊(寄国祝) 紗子 36.2x6.0 2321 93B12137 

5002 和歌短冊(梅) 量生、子 36.3x6.0 2322 93B12138 

5003 和歌短冊佃舎秋雨) 紗子 36.1 x6.3 2338 93B12139 

5004 和歌短冊(乱J憐) 妙子 36.2x6.0 裏[大正八年四月十四日鎌倉名所・"J 2340 93B12140 

5005 和歌短冊(紀の国・・.) 妙子 36.3x6.0 2546 93B12141 

5006 和歌短冊 紗子 36.3X6目。 2547 93B12142 

5007 和歌短冊(我子のおいさき 紗子 36.5X6.0 裏「明治十四年口のみとせのことほき口」 3888 93B12143 
をいはひて)

5008 和歌短冊(柳上鴬) 量生、子 36.2x6.0 3889 93B12144 

5009 和歌短冊(落梅浮水) 紗子 36.3x6.0 3895 93B12145 

5010 和歌短冊(春月) 量生、子 36.6x6.1 4256 93B12146 

5011 和歌短冊(山家梅) 妙子 36.3X6.0 4260 93B12147 

5012 和歌短冊(松契延年) 量生、子 36.2X6目。 4265 93B12148 

5013 和歌短冊(蓮) 紗子 36.3x6.0 4275 93B12149 

5014 和歌短冊(なしを賜はりけ 妙子 18目1X3.1 4569 93B12150 
るに)

5015 和歌短冊(口口の聯隊へ旅 量生、子 36.5X6.0 4571 93B12151 
たたせたまふを)

5016 和歌短冊(口口の聯隊へ旅 妙子 36.5X6.0 4572 93B12152 
たたせ口ふを)

5017 和歌短冊(寄海祝) 古稀妙子 36.6x6目。 2339 93B12153 

5018 和歌短冊「ものかげにー j 主句 36.3x6目。 裏「矢島鈎j 1783 93B12154 

5019 和歌短冊 鈎 36.3x6.0 2434 93B12155 

5020 和歌短冊(年将暮) 鈎 36.0X6.0 裏鉛筆書「八坂十二J 2862 93B12156 

5021 和歌短冊(古寺杉) 鈎 36.3x6.0 裏鉛筆書「矢嶋氏J 2915 93BI2157 

5022 和歌短冊(新年富士) 鈎 36.3x6.0 2944 93BI2158 

5023 和歌短冊「むつましく…J 主句 36.2X6.0 裏「京都市下京区大宮通八傑上ル三丁目垣ヶ 4478 93BI2159 
内町廿六番戸 当時東京市芝口通新町七番地
矢嶋鈎之助 大正九年七十歳J

5024 和歌短冊 主句 36.3x6目。 裏「矢嶋J 4487 93B12160 

5025 和歌短冊「行水に・・.J 鈴子 36.2X6.0 3881 93BI2161 

5026 和歌短冊(鶏) 鈴子 36.3x6.0 3883 93B12162 

5027 和歌短冊(初冬庭) 鈴子 36.4X6.0 7196 93B12163 
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5028 和歌短冊にたひ口口入口 鈴美 36.3x6.0 5624 93812164 
ふを祝て)

5029 和歌短冊(大石為コ氏の口 銑之助 36.3x6.0 裏「正八位勲八等氷室銑之助J 6554 93812165 
父君の名を襲きたりを祝

ひて)

5030 和歌短冊 錦子 36.2x6.0 2284 93812166 

5031 漢詩短冊「古来聖賢・・・j 錬堂 36.3-X 6.1 0150 93812167 

5032 漢詩短冊「月下幾般・"J 錬堂 36.3x6.1 0171 93812168 

5033 漢詩短冊「抱肴曹劉者・・・」 錬堂 36.3X6.1 0173 93812169 

5034 和歌短冊(磁月) 鎮良 36.0X6.0 0305 93812170 

5035 和歌短冊「庭のせの・・・」 鐙 35.2x6.1 5719 93812171 

5036 和歌短冊(海辺桜) 長口 36.4X5.4 2214 93812172 

5037 和歌短冊(預枠口竹年久) 長口 36.2X6.0 裏鉛筆書「明治十九年勅題J 3192 93812173 

5038 和歌短冊(山家歳暮) 長口 37.8X5.7 裏鉛筆書「帆足長ロヵ 宣長門、文政五、正、 3402 93812174 
十四残、六六(口口ス.)Jf衣川長口文政五、
二、廿残、五八Jf口口口口長口寛政十一、
十、四、残、六三」

5039 和歌色紙(雨中思野花) 長口 26.1XI4.0 「連寄師長口」 5158 93812175 

5040 和歌短冊「ふみ見んと…J 長口 35.4X5.8 6194 93812176 

5041 俳句短冊(梧調奄瓢酔ぬし 長旭 36.4x6.0 2805 93812177 
六世を口て開庵せらるる
を祝して)

5042 和歌短冊(木口山・・.) 長意 36.3x6.0 裏鉛筆書f大橋長慶の男J 2201 93812178 

5043 和歌短冊(尋花) 長翁 36.3x5.5 「氷室長翁J 4827 93812179 

5044 和歌短冊旧枝) 長河 36.1 X6.1 裏「榊原長河古今要覧稿ノ校訂者J/r榊原 4249 93812180 
長河江戸の園学者 『古今要覧稿』の校訂
者Jと書いた紙付

5045 和歌短冊(月前懐奮) 長雅 36.5X5.6 4117 93812181 

5046 和歌短冊(湖遁口) 長寛 36.7X5.5 裏朱書「佐野長寛京師口口名人J 6694 93812182 

5047 和歌短冊(河霞) 長基 35.8x5.8 「有賀長基j 4896 93812183 

5048 和歌短冊(連峰霞) 長基 36.1 X5.8 裏鉛筆書「天保四、一J 5897 93812184 

5049 和歌短冊(海辺眺望) 長紀 34.5X5.8 裏「彦根御家中 村山平三郎j 1462 93812185 

5050 和歌短冊(夏月) 長義 35.8x5.5 裏も問題の和歌あり 0747 93812186 

5051 和歌短冊(暦) 長義 36.5X6.0 0876 93812187 

5052 和歌短冊(清水大人ニ送る) 長興 36.3X6.1 裏鉛筆書「五ノ三ノ内J 0925 93812188 

5053 和歌短冊「久方の・・'J 長興 36.2 X6.0 裏鉛筆書「五ノ三ノ内J 0926 93812189 

5054 和歌短冊(名所春) 長興 36.4x5.7 裏印「有賀正蔵J 1425 93812190 

5055 和歌短冊(あつらふ) 長献 36.4X5.4 1545 93812191 
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5056 和歌短冊(洩始恋) 長好 35.8X5.4 4849 93BI2192 

5057 和歌短冊(楢樫) 長孝 36.0X5.9 1499 93BI2193 

5058 和歌短冊(立花) 長庚 35.5X5.1 裏「通称石王兵口文丸口口長庚J鉛筆書 4380 93BI2194 
「西村家ノ内、石王兵口文化七、十一、残J

5059 和歌短冊(井口) 長恒 36.4X6.1 2885 93BI2195 

5060 俳句短冊「家桜・・・」 長治 35.2 x5.5 5462 93BI2196 

5061 和歌短冊 長耳 36.4X5.5 裏「尾外|御家中J 2940 93BI2197 

5062 和歌短冊(神祇) 長収 36.1 X5.7 裏「軸n有賀長収長伯ノ孫初名長因文 3155 93BI2198 
化元年五月七日残七十九才J

5063 和歌短冊(鐘声何方) 長収 36.1 X5.6 裏「有賀長収長伯ノ孫ナリ家風ヲ守リテ詠 3395 93BI2199 
寄ヲ修ム浪花ニ住ス門ニ入テ学フ者多シ初ノ
名ヲ長周ト云文政元年五月七日残年六十九J

5064 和歌短冊(春動物) 長収 36.5X6.0 「長伯孫有賀長収j 4895 93BI2200 

5065 和歌短冊「雨たれの・"J 長秋 36.6X5.8 裏鉛筆書「井上長秋n十三j 4237 93BI2201 

5066 和歌短冊(山家) 長秋 35.6x6.0 裏「口中仲冬川西象水君口恵賜也n尾口殿士 5797 93BI2202 
始茂樹といふ吉田平内J鉛筆書「衣川長秋
伊勢人宣長門園学精J

5067 和歌短冊(寒;草) 長順 36.1 X5.9 「葉室長順卿j 5237 93BI2203 

5068 俳句短冊「散花は・・'J 長翠 37.0X5.6 「白雄門常世田長翠」 5027 93BI2204 

5069 和歌短冊「かたなひき…J 長世 36.1 x6.1 裏鉛筆書「岩崎長世篤胤門J 1051 93BI2205 

5070 和歌短冊(海畔眺望) 長政 34.7X5.9 6082 93BI2206 

5071 和歌短冊(月前の鳥と…) 長正 36.2x6.2 絹本 4045 93BI2207 

5072 和歌短冊fすきし代を…J 長正 36.3x6.0 5705 93BI2208 

5073 和歌短冊(寒月照梅花) 長忠 36.4x6.0 2614 93BI2209 

5074 和歌短冊(花始開) 長徳 36.1 X5.7 裏「正徳四午年三月十八日 人丸供和歌短冊 1409 93BI2210 
四十五枚J/r短冊四十五枚ノ内後有ノ一枚
山桜袖ふれ初る匂ひよりうつるこころは我そ
さきたつ事保十年巳臨月九日 坪閏重員丈
依所望進候Jと脅かれた紙貼付 又「西村長徳
京都の商家か、有賀門にして和寄を能くすJ

5075 和歌短冊(薄) 長之 36.0x5.6 裏「元禄八亥歳初冬念六n此詠小山佐介とい 1390 93BI2211 
ふ人所望によりてこれをつかはす百首の歌有

之云々J

5076 和歌短冊「谷川の・・'J 長之 35.9x5.8 裏鉛筆書「奔郷J 5490 93BI2212 

5077 和歌短冊(首夏風j 長伯 36.1 X5.9 裏「ーJ鉛筆書「有賀長伯n口ノ内n松口J 1356 93BI2213 I 

5078 和歌短冊(長徳母の十七回 長伯 36.2x6.0 1361 93BI2214 
に申遣しける)

5079 和歌短冊(慮受持此経是人 長伯 36.3X5.5 1387 93BI2215 
方合併道決定無有疑の心を)

5080 和歌短冊(瓜) 長博 35.9X6.0 裏「筑前黒団長博公j 6106 93BI2216 
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5081 和歌短冊「八十ほのとも 長敏 36.5X6.1 裏「榊原長敏(文翠)J鉛筆書『芳山ノ弟子大阪 0727 93812217 
人J

5082 和歌短冊「松か枝に・"J 長敏 36.3X6.0 裏墨書「京都市河原町三条上ル画学校出仕 0729 93812218 
榊原長敏j

5083 和歌短冊(岸卯花) 長敏 36.3x6.1 裏鉛筆書「安田長敏文政十一、八、廿七残、 6457 93812219 
八十八J

5084 和歌短冊(寄月懐奮) 長冨 35.5X5.7 3288 93812220 

5085 和歌短冊(浦霞) 長穂 35.2X5.2 「紀伊人安田長穂J 5198 93812221 

5086 俳句短冊(梧調口口瓢酔雅 長麿 36.4x6.0 裏朱印「山口県系長門園豊浦郡字賀村川田龍雄 5937 93812222 
君の詞号を祝して) 淵廼本長麿j

5087 和歌短冊(山家秋来) 長満 36.2X6.0 裏鉛筆書「田辺ヵ田近ヵJ 6268 93812223 

5088 和歌短冊(露底樫花) 長良 34.6x5.7 0186 93812224 

5089 和歌短冊(舟月) 長隣 36.5x6.0 『有賀長隣J 4897 93812225 

和歌短冊(扇) 長康 裏鉛筆書f大口J5090 36.1 X5.5 2474 93812226 

5091 和歌短冊(撰轟) 長贋 36.4X6.0 2770 93812227 

5092 和歌短冊(聞擦衣) 長虞 36.5X5.4 裏『長崎青木長康(鉛筆書)事保元、正、十 3186 93812228 
残J又鉛筆書「青木長弘神道家、長崎諏訪社
の神宮、桜町天皇に召されて神代官を講ず、
事保元年正月十日残」紙貼付「長崎諏訪神宮
青木長庚 (鉛筆書)弘ヵJ

5093 和歌短冊(松上藤) 長庚 36.4X6.0 裏鉛筆書「大橋長康H正帖ノ内J 3425 93812229 

5094 和歌短冊(瀧音知春) 長庚 36.4x6.0 f大平門大橋長康J 4907 93812230 

5095 和歌短冊(菊花色々) 長意 36.4X6.0 「大平門大橋長憲J 4908 93812231 

5096 和歌短冊「賎のみの・・・j 長憲 36.1 X5.8 「大橋長憲梅棲三十六歌撰の中、長庚の男J 4958 93812232 
と書いた紙あり

5097 和歌短冊(歳中鴬) 長照 36.3x6.0 裏鉛筆書「清岡八十八人の一人J 3127 93812233 

5098 和歌短冊(うけにいりとい 長照 36.3x6.0 裏紙貼付「清岡殿H清岡長照j 6198 93812234 
ふことを句ことのかしら
にあげて)

5099 和歌短冊「あけぬまに…」 長績 35.2X5.8 0680 93812235 

5100 和歌短冊 長績 35.2x5.8 2454 93812236 

5101 和歌短冊(柚河筏) 長績 36.4X5.4 4372 93812237 

5102 和歌短冊(花初閑 長績 35.9X5.7 5921 93812238 

5103 和歌短冊『池の商に・"J 長績 36.4X5.4 5922 93812239 

5104 和歌短冊(晴天鶴) 長都 36.0X6.2 裏「有賀長郷J鉛筆書「明治十七年勅題J 0855 93812240 

5105 和歌短冊(寄菊雑) 長部 36.0X5.2 2551 93812241 

5106 和歌短冊(雪中山居) 閑休 36.1 X5.4 1607 93812242 

5107 和歌短冊(樵路雨) 聞きい 36.1 X5.1 裏墨書「三十六j鉛筆書「芦門 間斎J 0745 93812243 
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5108 和歌短冊「うなゐこの・・・」 間斎 33.7X5.2 裳鉛筆書「芦門の間斎かJ 0755 93812244 

5109 和歌短冊「も、ちとり…J 間斎 33.7x5.2 裏鉛筆書「芦門僧昇道備後の府中明滞 0756 93812245 
寺住J

5110 俳句短冊(畑金郎の婚姻を 間足 36.3x6.0 裏鉛筆書「新年j 1143 93812246 I 
賀して)

51 I I 和歌短冊「暮初...J 間粛 36.3x5.5 0757 93812247 

5112 漢詩短冊(乙卯首夏自界浦 阜 36.0X6.0 0761 93812248 
赴熊取途中即事)

5113 漢詩短冊(寄松祝) 阿波眉山 36.3x5.8 裏「眉山原繁樹J 3913 93812249 

5114 和歌短冊(111蛍) 陣斯 35.9x6.0 裏「仙田守夫ノブノリJ鉛筆書「五三ノ内J 1456 93812250 

5II5 俳句短冊 陶雲 36.0X6.0 3770 93812251 

5116 和歌短冊「おきそめし・・j 陸夫 36.4X6.0 「良本男林陸夫」 4823 93812252 

5117 和歌短冊「撲の年・・.J 隆口 36.3x6.0 「御杖門榎並隆口J 4929 93812253 

5118 和歌短冊(花) 隆安 36.8X5.6 裏鉛筆書「四条隆安 隆音ノ男、実は山科言行 6780 93812254 
ノ二男、元名陸言、又降盈、前権中納言、従
三位H享保五、正、廿六莞、五十八J

5119 和歌短冊「ほととぎす…」 隆英 35.6x5.5 2005 93812255 

5120 和歌短冊 隆音 37.2X5.5 裏「四僚参議|盗音卿 百三十三年J鉛筆書「隆 6501 93812256 
術男、参議従三位、寛文卜、七、廿二日義、
出四」

5121 和歌短冊、表・(萩声驚夢)、 隆吉 36.2 x6β 短冊貼りあわせ 0439 93812257 
裏・(松上郭公)

5122 和歌短冊(画工) 隆吉 36.5X6.0 2981 93812258 

5123 和歌短冊 隆吉 36.4 x 6. I 裏鉛筆書「小森隆吉 又たかしj 5919 93812259 

5124 和歌短冊 隆賢 36.0X5.7 2329 93812260 

5125 和歌短冊(旭光照波) 隆現 36.3X6目。 0581 93812261 

5126 和歌短冊(明治天皇神去 隆現 36.4X6.0 0582 93812262 
まし〉をいたみ奉りて)

5127 和歌短冊(雲) 隆現 36.3x6.0 裏「智積院口化千本十二坊上口蓮台寺住職高 3592 93812263 
口隆現歌口口口廃川門人j

5128 和歌短冊(月) 隆考 36.3X5.8 6738 93812264 

5129 和歌短冊(暁時鳥) 隆寿 36.5x5.8 裏鉛筆者「篠崎仇付口て口名J 3355 93812265 

5130 和歌短冊(演五月雨) 隆重 36.6X6.0 裏鉛筆書「高木隆重ヵ 検非偉使、高木文 4123 93812266 
化八、生J

5131 和歌短冊(嶺松) |径純 36.3x5.5 裏「鷲尾隆純安政四年二月十三日礎年八十 6734 93812267 
三Jと書いた紙貼付

5132 和歌短冊(寄口恋) |径恕 36.4X5.5 裂鉛筆書「公家章典ニ見エズ口三九J/i[姓 3286 93812268 
名]岩城隆恕[称号]伊予守[住所]出羽亀
回二万石[流派]中院門人J
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5133 和歌短冊(浦千鳥) 隆尚 38.2x5.5 裏「鷲尾殿慶長十三年莞八十一公遠口 6805 93812269 

男J

5134 和歌短冊(夏浦) 隆成 37.0X5.8 裏鉛筆書「櫛笥降成 隆口ノ男、実は鷲尾隆手 6785 93812270 
の二男、元の名隆実又隆幸、従一位権大納言、
延享元、九、七襲、六十九」

5135 和歌短冊(紅葉交松) 隆生 36.4x6.1 裏「京高倉通押小路上ル野之口近作J/r大 4939 93812271 
園隆生J

5136 和歌短冊「大ひえの・ooJ 隆盛 29.0X5.9 裏「陵藩西郷隆盛書也j 6539 93812272 

5137 和歌短冊(野田左門主の家 陸忠 35.8x5.9 1081 93812273 
のかうを上岡堂といへる
によりてそれの家の業を
議て)

5138 和歌短冊(秋露) 隆貞 37.4X5.8 裏「油小路大納言j 6707 93812274 

5139 和歌短冊(燈辺閑談) 隆明 37.5X5.4 裏f西大路殿J鉛筆書「隆共の孫、弘化三、六、 6761 93812275 
十五、六七j

5140 和歌短冊(山家五月) 隆弄 37.0x5.5 裏鉛筆書「貞享三J 4805 93812276 

5141 和歌短冊(松) 隆請 36.3X6.1 0854 93812277 

5142 和歌短冊(松) 隆詞 36.3x6.1 6706 93812278 

5143 和歌短冊(祈難逢恋) 陽光院 33.5x5.6 5121 93812279 

5144 和歌短冊(塵麦) 随翁 36.3x6.0 裏「高橋正賢j 0910 93812280 

5145 和歌短冊(寄松祝) 随光 36.2X6.0 3074 93812281 

5146 和歌短冊(夏はみとりの) 随光 36.3x6.1 5246 93812282 

5147 和歌短冊(深夜緩) 随光 36.4X6.1 裏「子爵Jr子爵北小路臨光卿J 6400 93812283 

5148 俳句短冊(新年) 随好 36.7X6.1 0086 93812284 

5149 俳句短冊(祝還暦を) 随好 36.7X6.1 2699 93812285 

5150 俳句短冊「真帆かけて・・・j 随好 36.3x6.0 3048 93812286 

5151 俳句短冊f梅さくや…J 随好 37.2x5.9 3929 93812287 

5152 俳句短冊「鈴の音も…J 随好 36.4X5.9 4142 93812288 

5153 俳句短冊「梅か香を・ooJ 随好 36.4X6.0 4145 93812289 

5154 俳句短冊「桜咲oo'J 随好 36.2X5.9 7044 93812290 

5155 俳句短冊「玉垣に・・・」 随好 36.3x5.9 7045 93812291 

5156 俳句短冊(試筆) 随好 36.3X5.9 7046 93812292 

5157 俳句短冊「今の先・・.J 随好 36.4x6.0 7174 93812293 

5158 和歌短冊「桃ゃなき…j 随資 36.6x6.0 6777 93812294 

5159 俳句短冊「鴫空にoo'J 雁頂 36.4X5.4 0621 93812295 

5160 和歌短冊「口口とは…J 雄口 36.6X6.0 3452 93812296 

5161 和歌短冊「あしのはの・・・」 雄風 34.7x5.7 4377 93B12297 
L-

338-



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

5162 和歌短冊(山路タ) 雄風 36.5x6.0 裏鉛筆書「清原雄風文化七、八、ー十残、 4379 93812298 
六十四Jf村巻七J

5163 和歌短冊「あしのはの…J 雄風 36.6x6.1 「千蔭院清原雄風J 5185 93812299 

5164 和歌短冊(蜂房) 雄平 36.5x6.1 裏鉛筆書「橋本雄平ヵ .・.大和郡山の儒J 1037 93812300 

5165 和歌短冊(山子口) 雄平 36.4X6目l裏鉛筆書「郡山ノ儒 高橋雄平ヵJf口口ノ門J 1663 93812301 

5166 俳句短冊「ちる事を・"J 雄淵 37.1 X5.5 裏「白居門大場雄視tlJ 1129 93812302 

5167 俳句短冊(開庵を賀して) 雅口 36.4X6.0 2717 93812303 

5168 和歌短冊(名所鶴) 雅口 36.3x6.0 裏鉛筆書「昭和十八、二、廿ー卒、九十才 2869 93812304 
中村雅口J

5169 和歌短冊(秋衣) 雅嘉 36.5X5.7 裏「尾苦手氏J 6410 93812305 

5170 和歌短冊 f~ 、のちより…J 雅嘉 36.2x5.5 裏「浪花尾寄氏J 6505 93812306 

5171 和歌短冊(雪中鴬) 雅喬 36.8x5.5 裏「白河二位雅喬公J 4806 93812307 

5172 和歌短冊(旅祝) 雅喬 37.0x5.8 裏「白JlIコ位J 6745 93812308 

5173 和歌短冊(水遁蛍) 雅喬 37.5X5.6 裏「白川雅喬王J 6770 93812309 

5174 和歌短冊(亀) 雅恭 36.4X5.9 裏紙貼付f(朱書)植松雅恭 (鉛筆書)安政二、 6413 93812310 
五、六義、年四十一J

5175 和歌短冊(擦衣) 雅光 37.0X5.5 裏鉛筆書「白川雅光王宝永三、十、十莞、 6768 93812311 
年四十七J

5176 和歌短冊「名にたかき'''J 雅枝 36.3x5.5 3271 93812312 

5177 和歌短冊「ちきり口口一.J 雅秀 34.2X5.7 7347 93812313 

5178 和歌短冊(海謹霞) 雅俊 32.7X5.2 裏紙貼付「正二位飛鳥井雅俊雅親(栄雅)の 2068 93812314 
子、雅綱の父、和司を善くす大永三年四月
十一日莞年六十二J

5179 和歌短冊(多) 雅俊 35.3x5.3 裏鉛筆書「十七J 3305 93812315 

5180 和歌短冊(庵月) 雅純 37.4x5.7 裏「飛鳥井殿J鉛筆書「庭田殿寛文三、十二、 6822 93812316 
一卒、三十七J

5181 和歌短冊(夏月涼) 雅章 35.8x5.5 1427 93812317 

5182 和歌短冊(里花) 雅章 36.2x5.7 裏「飛鳥井雅章卿元雅昭 延宝七、十、十二、 2767 93812318 
六十九J

5183 和歌短冊(寄月恋) 雅章 35.1 X5.7 裏「飛鳥井雅章卿J 3204 93812319 

5184 和歌短冊(寒口) 雅章 36.3x5.5 裏鉛筆書「延宝七、十、十二、六十九J 4071 93812320 

5185 和歌短冊(J11合君の還暦の 雅信 36.2x6.0 裏鉛筆書「狩野J 4037 93812321 
賀を松に寄て口きとる)

5186 和歌短冊(山本正春翁喜寿 雅真 36.3X6.1 裏「奈良市登大路町正七位中村雅真」 2857 93812322 
の賀に新樹といふ口を)

5187 和歌短冊(残雪) 雅親 34.7X5.1 裏「飛鳥井栄雅卿名ハ雅親栄雅ハ其法名也 3284 93812323 
膝永ノ頃ノ宗近ナリj

5188 和歌短冊「大とのの・"J 雅澄上 36.2x5.3 裏f(鉛筆書)土佐人鹿持雅澄Jf柳村J 3244 

Q
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5189 俳句短冊「梅口香の・..J 雅石 36.4X6.0 2643 

5190 和歌短冊(西洋人と…) 雅宣 36.2x6.0 5786 93812326 

5191 和歌短冊(杜月) 雅男 36.3X6.0 6275 93812327 

5192 和歌短冊(新樹) 雅智 36.2x6.0 裏「京都市外深草林戸雅智J 4480 93812328 

5193 和歌短冊(秋月) 雅直 36.5x6目。 裏「水谷雅直J 2226 93812329 

5194 和歌短冊(郭公) 雅直 36.2x6.0 4102 93812330 

5195 和歌短冊(松間紅葉) 雅直 36.4X6.0 4103 93812331 

5196 和歌短冊(新樹露) 雅直 36.4X6.0 4109 93812332 

5197 和歌短冊(寒月照梅花) 雅徳 36.4X6.0 0457 93812333 

5198 和歌短冊(霞) 雅之 36.0X5.9 裏墨書「北総高萩邑鈴木氏J 0331 93812334 

5199 和歌短冊(回家夏月) 雅之 36.3x6.0 1845 93812335 

5200 和歌短冊(更衣) 雅蕃 35.1 X5.4 1563 93812336 

5201 和歌短冊「うたかたの…J 雅武 35.3X6.0 1438 93812337 

5202 和歌短冊(知命てふ齢にて 雅武 35.1 X5.9 1510 93812338 
身まかり玉ふけるを)

5203 和歌短冊 雅武 35.4x6.0 5676 93812339 

5204 和歌短冊(落花) 雅豊 36.0X5.4 裏鉛筆書「公口帖内J 3164 93812340 

5205 和歌短冊(嵐山月) 雅良 35.7X5.5 裏「七十口口j 3107 93812341 

5206 和歌短冊(春夜夢) 雨庵 36.5X6.0 1549 93812342 

5207 俳句短冊(諸口口口善事奉 雨琴 37.6x6.0 4023 93812343 
行)

5208 俳句短冊「人さまざま…J 雨江 35.4x6.0 裏「長門吉田藤井陶治男J 0980 93812344 

5209 俳句短冊「あす知らぬ...J 雨香 36.3x6.0 2918 93812345 

5210 俳句短冊fはなまでの…」 雨雪 36.4X6.1 0616 93812346 

5211 和歌短冊(田家月) 雪口 36.1 X5.6 3136 93812347 

5212 和歌短冊(冬山富てふ・・・) 雪口 35.0X5.2 鉛筆書「正帖ノ内J 6039 93812348 

5213 和歌短冊(栖翁所持のカ通ん 雪口 36.2 X5.4 裏「浪花口古斎J 6217 93812349 
はんをこたひかくにつけ

た口口けるよしを写侍り
て)

5214 俳句短冊「潜りたる…j 雪后 36.5X6.1 0627 93812350 

5215 和歌短冊(新樹) 雪江 36.1 x6.1 裏「京植木雪江J 4542 93812351 

5216 和歌短冊 雪江 36.3X6.0 裏「植木j 4562 93812352 

5217 俳句短冊「雨風に・・.J 雪深 35.5x5.6 5432 93812353 

5218 和歌短冊(国家月) 雪臣 35.9x5.9 「季腐門垣本雪臣J 4922 93812354 

」 」
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5219 和歌短冊「もすのなくー・j 雪臣 36.2 x 6.0 裏「文政ノ初ヨリ天保ノ末頃迄存命の口讃也 7129 93BI2355 
里都仁和寺法親王の侍讃也Jf垣本雪臣 伊勢
国人・・・j

5220 和歌短冊(口口祝) 雪臣 36.5X6.1 裏鉛筆書「伊勢ノ人麓蹟ノ門有職故実ニ通ジ 7179 93BI2356 
詩狂歌ヲヨクス天保十年六十三垣本雪臣」

5221 和歌短冊(交野) 雪長 36.6X5.4 裏鉛筆書「垣本雪臣J 3153 93BI2357 

5222 和歌短冊 雪長 35.7x5.5 3403 93BI2358 

5223 俳句短冊(祝出産) 雪貞 36.4X5.9 裏鉛筆書「新年」 1236 93BI2359 

5224 和歌短冊(月前梅) 雪堂 36.5X6.0 裏鉛筆書「藤井Jf天保十、十一、六十三日八J 3116 93BI2360 

5225 和歌短冊(秋夜) 雪堂 36.4X6.0 裏鉛筆書I山本資富画名雪堂高倉通錦小 6219 93BI2361 
路上ル尊擦堂寓Jf山本氏ヵ 京都の四条派
書人J

5226 和歌短冊 雪堂 36.7X6.0 裏鉛筆書「山本Jf明治」 6220 93BI2362 

5227 和歌短冊(志賀のふる宮の 雪尾 36.2x5.5 6242 93BI2363 

5228 和歌短冊(君思口海) 雪尾子 36.3X6.0 3082 93B12364 

5229 和歌短冊(君思如、海) 雪尾子 36.3X6.0 7082 93BI2365 

5230 俳句短冊「霜かれや・.'J 雪彦 35.7X5.4 0651 93BI2366 

5231 和歌短冊(八坂神社にて) 雲口 36.3x6.0 3439 93BI2367 

5232 和歌短冊「ちとせまて…J 雲口 36.0x6.1 裏I須川口吉」 4499 93BI2368 

5233 和歌短冊(雲口) 雲口風め 35.2x5.2 裏鉛筆書「女帖J 1810 93B12369 

5234 和歌短冊(扇) 雲阿 36.3X6.0 裏「雲阿歌書短冊扇(風花合)J 6636 93BI2370 

5235 俳句短冊 信=三ず子- 36.3X6.0 4036 93BI2371 

5236 漢詩短冊「林下禁来一学茅 雲逸人 35.6X5.7 0969 93B12372 

5237 漢詩短冊(寒林宿烏) 雲華未定稿 35.9X5.8 裏「休務寺内陸承J 1016 93B12373 

5238 漢詩短冊(被隔山荘雪) 雲山賢 34.2 x5.7 裏「西寺町末慶寺J 1019 93BI2374 

5239 和歌短冊(りうたむをたま 雲樹 36.4 x 6.1 0226 93B12375 
わりしかしこまりに)

5240 和歌短冊(ねこに かはり 雲樹 36.4X6.0 0234 93B12376 
て)

5241 和歌短冊(犬) 雲樹 36.1X6.0 0236 93B12377 

5242 和歌短冊(梅薫風) 雲樹 36.7X6.0 0237 93B12378 

5243 和歌短冊(傍杖) 雲樹 36.1 X6.0 0238 93B12379 

5244 和歌短冊(薄成垣) 雲樹 36.5x6.1 0242 93BI2380 

5245 和歌短冊(竹) 雲樹 36.4X6.1 2780 93B12381 

5246 和歌短冊 雲照 36.3x6.0 裏鉛筆書「渡辺雲照律師(※渡辺は斜線で消)J 4202 93B12382 
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5247 和歌短冊(連夜観月) 雲涛 36.4X6.0 0397 93BI2383 

5248 和歌短冊(松) 雲涛 36.5X6.0 0398 93BI2384 

5249 和歌短冊佃家春雨) 雲涛 36.4x6.0 0399 93BI2385 

5250 和歌短冊(贈鈴虫) 雲涛 36.3x6.0 0400 93BI2386 

5251 和歌短冊(落葉静) 雲涛 36.4x6目。 0402 93BI2387 

5252 和歌短冊(夏動口) 雲涛 36.4X6.0 1886 93BI2388 

5253 和歌短冊(雪中口友) 雲涛 35.9X6.0 1887 93BI2389 

5254 和歌短冊(夏雲) 雲涛 36.1 X6.0 3916 93BI2390 

5255 和歌短冊(亀) 雲涛 36.4X6.0 3917 93BI2391 

5256 和歌短冊(犬) 雲涛 36.0x6.0 3918 93BI2392 

5257 和歌短冊(口栽松) 雲涛 36.3x6.1 6073 93BI2393 

5258 俳句短冊「とう切て…J 雲雄 36.7X6.2 裏墨書「梅室j 0615 93BI2394 

5259 和歌短冊(朝水鶏) 霊瑞 36.3x6.1 裏鉛筆書「明治高僧 日野霊瑞明治十九、 5876 93BI2395 
五、十六寂、年七十J

5260 俳句短冊「野分して・・・」 霞口 36.2x5.9 0060 93BI2396 

5261 和歌短冊「おくれじと…j 霞口 36.1 X5.9 裏「古屋土(ひじ)子J 2846 93BI2397 

5262 和歌短冊(新竹) 霞奄 34.7x5.3 1384 93BI2398 

5263 俳句短冊(葉水丈五七日退 露口 37.6X5.5 0604 93BI2399 
夜を口ふとて)

5264 俳句短冊「春若し…j 露口 36.3X6.0 1862 93BI2400 

5265 俳句短冊(旧詠の中に) 露口庵主人 36.3x6.0 1142 93BI2401 

5266 俳句短冊「民州の・・.J 露山 34.9X5.4 0622 93BI2402 

5267 俳句短冊「蔓や葉や・ooJ 露遊 35.7X5.4 0623 93BI2403 

5268 俳句短冊(芦山宗道の催口 青口翁 36.1 X5.9 3791 93BI2404 
へる時雨忌に口し祖口口
口口をおもひ出て)

5269 俳句短冊「客あるし…j 青可 36.3X6.0 裏鉛筆書「新年J 1235 93BI2405 

5270 和歌短冊(夢といふ題をと 青牛公口 36.9x5.5 r [姓名]古終舎黙池[残]明治一四年八月 3195 93BI2406 
りて) 一五日[著書1r俳譜袖珍抄.1Jと記したカー

ドの裏「青牛 (俳人二)松平氏、参太門、妻々
亭と号す、江戸人、弘化年中 (俳人四)梅原
氏、布門、門、通稽正口、号中岳口、大坂人
(俳人三)青山氏、宝暦年中 (俳人一)好文亭ー
(俳人五)東氏、仙台藩士、東皐門 勝沢一11慎、
福井藩の儒醤、口恵、青牛と号村田龍淵、
福井の儒、俳名青牛、文政一二、残、七四J

5271 俳句短冊「一頻・・ j 青々庵有楽 35.3x5.9 裏「文政元寅九月十日先柳後園十=回忌為之 0989 93BI2407 
湯浅氏J

5272 俳句短冊「きくの香の…j 青川 36.1 X5.5 0646 93BI2408 
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5273 俳句短冊f正月の・・.J 青川 36.4X5.4 「伊勢口津人享和中行脚丹ーテ残ス青 5043 93812409 
JlIJ 

5274 俳句短冊(蕉翁の霊前に香 青波
を捻りて)

36.4X6.0 0095 93812410 

5275 俳句短冊「此庵を・・.J 青柳誇出 35.4X5.9 裏I口つ子J 3758 93812411 

5276 和歌短冊(篤千鳥) 静 35.9X5.5 裏「神田静J 4080 93812412 

5277 和歌短冊(祝) 静 36.3x6.0 裏鉛筆書「神田静ヵJrOJ r口ノ内J 4082 93812413 

5278 和歌短冊(早期 静口 35.5x6.0 裏鉛筆書「正帖ノ内J 6046 93812414 

5279 和歌短冊(寄馬祝) 静翁 36.1 X5.9 0322 93812415 

5280 和歌短冊(松) 静子 36.3x6.0 裏「ハマノ 井平静子J 2524 93812416 

5281 和歌短冊(無常) 静子 36.4x6.0 裏「大正四年十月十五日竜田光津寺にて錦織 5816 93812417 
寺法主狽下より家母へ被下」

5282 俳句短冊(嗣続開庵ときき 静枝 36.5x6目O 3173 93812418 
て)

5283 和歌短冊「ふみわけし…J 静照 36.3x6.1 裏「吉野桜花j 2927 93812419 

5284 和歌短冊(春の曙) 静書 36.2x6.0 3103 93812420 

5285 和歌短冊(里擦衣) 音高 36.6x5.9 裏鉛筆書「越前人ヵJ 0890 93812421 

5286 和歌短冊(タ鹿) 順宣 36.4X5.5 裏「口閏清兵衛名)1慎宣京師麹屋町書騨 3250 93812422 
勤王家J

5287 和歌短冊(庭初雪) 順専 37.3X6.2 6086 93812423 

5288 和歌短冊f天地と…J 順二郎 36.5x6.0 裏「石川勝石川郡口口村字中 中村神社口司 3874 93812424 
多田順二郎j

5289 和歌短冊(河上月) 頓以 35.7X5.5 裏「宝暦五年七月廿七日当座j 1565 93812425 

5290 漢詩短冊(詠史) 頼 36.1 X6.0 表に印あり 0968 93812426 

5291 和歌短冊(朝花) 頼口 36.3X6.0 裏鉛筆書f名七ノ内J 3205 93812427 

5292 和歌短冊(早春梅) 頼園 36.2x5.5 裏鉛筆書「井上J/r[姓名]井上頼回 七十六 2241 93812428 
才[生]天保十年二月十八日[残]大正三年
七月四日)J

5293 和歌短冊(全快を祝して) 頼易 36.2x6.1 0072 93812429 

5294 和歌短冊(寄園祝) 頼易 36.4x6.0 裏「錦小路頼易公j鉛筆書「頼理の子頼徳の父 6733 93812430 
中務少輔従四位上j

5295 和歌短冊(朝花) 頼岡 36.3X6.0 2095 93812431 

5296 和歌短冊(雲間初雁) 頼寛 36.4x6.1 「吉村頼寛j 4838 93812432 

5297 和歌短冊「ちきれなほ…J 頼言 36.2X6.0 6782 93812433 

5298 和歌短冊(寄石祝) 頼子 36.3x6.0 裏墨書「越中国・・・田村より子J 0265 93812434 

5299 和歌短冊「願そ...J 頼徳 36.5X6.0 裏「松平頼徳J鉛筆書f口州の人かJ 6226 93812435 

5300 和歌短冊 頼徳 36.2X5.9 6233 93812436 
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5301 和歌短冊(江上鶴) 頼富 36.4X6.0 裏鉛筆書「山内頼富ヵ 官吏、天保五年草津 2620 93812437 
に生れ、メ十八、七、世残、五十二膳所藩

士、初名貞雄」

5302 和歌短冊(志摩の園岡崎に 頼文 36.2X6.0 裏「官立神宮皇学館教授井上頼文j鉛筆書「第 3366 93812438 
ありけるをり) コ五六披頼文ハ頼園の長男 万延二、二、

九生、昭和七、二、十一残、年七十二 『侍

集』続ノ五二一頁J/r[姓名]井上頼文[残]
昭和七年二月十一日(七十二) [流派]頼園長
男[其他]官立神宮皇学館教授J

5303 和歌短冊「かすかなる・ooJ 頼庸 36.4x6.0 裏鉛筆書「田中頼庸j 5739 93812439 

5304 和歌短冊「八坂口の・ooJ 頼庸 36.3x6.0 裏「田中頼庸j 5740 93812440 

5305 和歌短冊(鴬入新年語) 頼和 36.3x6.0 裏鉛筆書「下問頼和 明治六、八、=卒、年 0442 93812441 
六九J

5306 和歌短冊(歳暮) 頼蔦 36.2 X6.0 2305 93812442 

5307 和歌短冊(海辺霞) 顕允 36.3X6.0 裏鉛筆書「五ノ三ノ内j 0923 93812443 

5308 和歌短冊「松島や・・.J 顕元 35.9X6.0 裏「大津中根顕元j 1519 93812444 

5309 和歌短冊(疑冬) 顕孝 34.5X5.4 裏鉛筆書「葉室ヵJf請の子J 1550 93812445 

5310 和歌短冊(松久友) 顕孝 35.3X5.4 「葉室顕孝卿J 5238 93812446 

5311 和歌短冊(初春霞) 顕長 36.4X6.0 裏鉛筆書「宗ノ内J 1534 93812447 

5312 和歌短冊(春駒) 顕徳 36.4X5.9 裏同じ歌あり 5525 93812448 

5313 和歌短冊「橋立の・・.J 顕之 36.5x6.0 6190 93812449 

5314 俳句短冊「眼の口も・・.J 風阿 35.2x6.1 絹本 3862 93812450 

5315 俳句短冊「遠山の・・.J 風外 36.2X6.1 「鳳朗門古川風外Jf[姓名]古川風外[没] 5078 93812451 
弘化三年一二月五日(六九) [称号]蓮念と号
[住所]越後の人[流派]鳳朗門」

5316 和歌短冊(鏡) 楓々 36.4X6.1 0823 93812452 

5317 和歌短冊(七草) 楓々 36.7x6目。 裏「伊東繍堀江洲ノ人名ハ巨規通称源兵衛大 0824 93812453 I 
津鍛冶業北川員顔及京都歌人某ニ就キテ歌道
ヲ研究ス 安政五年二月残七十六日湖南伊東
玄五巨規雅名秋の屋楓々j

5318 和歌短冊(立口) 堀々 35.9x5.8 裏鉛筆書「村口J 2842 93812454 

5319 和歌短冊(子日松) 養庵 37.6x5.8 裏鉛筆書「養庵享保十二、九、十八残、年 5928 93812455 
七十五J

5320 漢詩短冊「天光与水洋oo'J 香渓 35.9X6.0 裏墨書「東都木挽町会津藩書家香雪枠 山内 0157 93812456 
数馬J

5321 和歌短冊(五月雨) 香風 36.6x6.0 6272 93812457 

5322 俳句短冊「松落葉一 j 香夢 36.0X5.9 0011 93812458 

5323 俳句短冊「庭草の・・.J 香両 36.3x7.6 絹本 「鳩居堂製J 0023 93812459 

5324 和歌短冊(雪消山色静) 香梶 36.6X6.0 裳紙貼付「池原香梶 大所又ハ日南と旋す 6494 93812460 
長崎の医にして当年勤王の為に奔走す 詩歌
文章共に才あり 後宮内省に出仕すJ
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5325 和歌短冊(庭春闘 馬村 35.6x5.7 裏鉛筆書「冷泉馬村卿J 2491 93812461 

5326 俳句短冊「雲聞から"'J 馬風 36.2x6.0 裏「十月j鉛筆書「新年J 1232 93812462 

5327 俳句短冊「寒月や・・'J 馬六 36.2 X6.0 0007 93812463 

5328 俳句短冊「片へらす・・・j 馬六 36.1 X6.1 裏鉛筆書「新年j 1218 93812464 

5329 俳句短冊「しくる〉や・・・J 馬表 36.2 X6.0 裏鉛筆書「新年J 1222 93812465 

5330 俳句短冊「松梅の一」 駿駕 35.1 X5.8 0051 93812466 

5331 漢詩短冊「湖海一滴水」 高 22.1X4.8 0166 93812467 

5332 和歌短冊 高口 36.0X6.0 裏「周防宮市天満宮社司鈴木武雄J 1684 93812468 

5333 和歌短冊 高口 36.0X6.0 裏「口口宮市嗣官玉石集撰者鈴木武雄J鉛 1693 93812469 
筆書「義口子J

5334 和歌短冊「あめそそぐ・ー」 高口 36.3 x 6目。 1694 93812470 I 

5335 和歌短冊 高口 35.2 x 5.4 裏鉛筆書「鈴木J 2355 93812471 

5336 和歌短冊(夏鐙) 高口 32.8X5.2 3501 93812472 

5337 和歌短冊(嵯乎亭) 高口 36.2x5.9 5391 93812473 

5338 俳句短冊「門の外・・.J 高口 35.5X5.7 5428 93812474 

5339 和歌短冊(夏夜) 高蔭 36.3 x 5.5 裏鉛筆書[三井高蔭J 6368 93812475 

5340 和歌短冊(駒迎) 高蔭 36.5X6.0 6369 93812476 

5341 和歌短冊(残口) 高雅 36.2X6.1 裳「大藤高雅藤井高尚ノ男備中吉備津和t 1668 93812477 
社神宮J

5342 和歌短冊(止雨D 高雅 36.4X6.0 裏鉛筆書「藤井高尚の子 大口井高雅」 1825 93812478 

5343 和歌短冊 高雅 36.3x6.1 裏鉛筆書「尾高高雅n正内j 5576 

5344 和歌短冊(山) 高雅 36.2X6.1 裏「小高j 5612 93812480 

5345 和歌短冊(閑居不如帰) 高雅 36.2X6.0 裏「五百人一首初編夏 ( r撰歌jの印)Jr特 5862 93812481 
別Jの印、「上野園前橋宗匠家故人尾高

高雅J

5346 和歌短冊(庭前の酋被花を 高雅 36.3x6.0 5969 93812482 
たまはりけれは)

5347 和歌短冊「君か代の…j 高雅 36.5X6.0 6306 93812483 

5348 和歌短冊「風口口みーJ 高岩 36.4x5.4 3495 93812484 

5349 和歌短冊(すき) 高岩 36.4x5.3 3496 93812485 

5350 和歌短冊(別恋) 高儀 36.3X6.1 裏「廿I~J 1082 93812486 

5351 和歌短冊「秋毎に・・.J 高{義 36.2 X6.0 4601 93812487 

5352 和歌短冊 高{義 36.3 x 6.1 4602 93812488 

5353 和歌短冊(遅日) 高匡 36.5X6.0 裏「松阪本町大年寄三井則右衛門j鉛筆書 0833 93812489 
「高蔭男j

5354 和歌短冊(祝) 高匡 36.3 x 5.7 I大平門三井高匡j 4876 93812490 
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高興53551和歌短冊「高きまて".J

53561和歌短冊(橋五月雨) 高潔

53571和歌短冊(淀河布帆)

53581和歌短冊(海塗立春)

高光

高行

53591和歌短冊(松蔦) 由
一
小一両

53601和歌短冊(さかにやとりて|高尚
あしたに花を見て)

53611和歌短冊(田中正三ぬしか|高昭
其組の小学校に事をとり
て勉励したまひしかその
L 、さをしむなしからすて
こたひ学務の委員ニ撰は
れ玉ひしをことほきてよ
める)

53621和歌短冊「子規…高昭

53631和歌短冊「呉竹の…高昭

53641和 歌 短 冊 (雪竹高章

53651和歌短冊(雪中竹高章

53661和歌短冊(戦場のさまを) 1高城

53671和歌短冊(軽太子) 高世

53681和歌短冊

53691和歌短冊(六月放)

53701和歌短冊(山中瀧)

53711和歌短冊(口月のー)

53721和歌短冊(夏草)

世

世

棟

風

文

古

同

官

同

吉

岡

官

同

古

一

同

法量

36.3X6.0 

備 考 整理番号|備品番号

4525 193B 12491 

34.8X5.31裏「小野高尚男 小野高潔」又、鉛筆書「口ニ寛 10407 1 93B 12492 
政三、七致仕ス 時二年口十五日n口ニ寛政…J

35.4X5.51裏「高覧日記帳金銀口入帳和州口下郡…J1 6081 193B12493 

36.4x6.0 1裏「佐々木侯爵今上陛下ノ停J又「佐々木高 13208 1 93B 12494 
行今上陛下の停旧高知務士維新の際功
労あり 三皇女の御口育主任枢密顧問官た
り 明治四十三年三月二日莞年八十一J

36.3x6.0 1裏鉛筆書「正帖ノ内 16040 193B12495 

35.9x5.6 

36.3X6.0 
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36.6x6.0 1短冊3枚和歌の他に「佐々木昌三郎名高城 14243 193B12502 
八回知紀ト親善口道に通ス慶応口年十一
月十五日黄昏河原町三条下ル醤油屋ニテ坂本
龍馬及中岡慎太郎ヲ斬殺シタルハ渡辺篤及ヒ
但口佐々木昌三郎ト今井信郎トナリ」及び同
じ歌を書き朱線を加えたもの付属

36.3X5.91裏「物集高世文撃博士物集高見ノ父肥後 16792 1 93B 12503 
ノ国学者杵築ノ人通称卯兵衛又丈右衛門
ト称す葎居ト号スn肥後物集高世J

36.2x6.0 1裏「物集高世 16798 193B12504 

36.7X6.1 1裏「物集高世J鉛筆書「大西条 16800 193B 12505 

36.0X5.91裏鉛筆書「正帖ノ内 16041 193B12506 

35.9X5.31裏鉛筆書「村田弓阿 11719 193B12507 

35.8x6.0 1裏「口口加藤篤太郎J鉛筆書rXJ 1 4044 193B12508 

53731表・和歌短冊、裏・俳句 |高明(表)、鷺 136.4X5.91表に和歌、裳俳句
短冊(山我琴宗道の還暦を|山(裏)
祝して)

53741和歌短冊(暗部山) 高茂

53751和歌短冊(葉月十五夜いと|高門
よくはれたるに)

53761和歌短冊(喜雨) 高門 4870 193B12512 

36.0X5.7 

4671 193B12509 

6652 193B12510 

35.7X5.2 1裏鉛筆書「大館高門 天保十、十二、三、残、 13254 193B12511 
年七十四J

35.2 X5.3 1 r大館高門J
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5377 和歌短冊「あをもの、…J 高門 36.2x5.3 裏鉛筆書「大館前門尾張ノ人宣長門ー 6495 93812513 
保家ノ家士天保十年七十四J

5378 和歌短冊(立春) 高猷 36.0X6.4 2428 93812514 

5379 和歌短冊 高雄 36.3x6.0 裏鉛筆書「大藤高雄文久三、七、浪人の口
に斬らる、年四十五n口高高雄江戸ノ人、

3146 93812515 

明治二十一年残j

5380 和歌短冊(待恋) 高齢 35.2x6.0 0028 93812516 

5381 和歌短冊「秋風は・・.J 高齢 36.0X6.0 4511 93812517 

5382 和歌短冊(行路夏草) 高齢 36.3x6.0 4512 93812518 

5383 和歌短冊目前草口) 高齢 36.1 x6.0 4513 93812519 

5384 和歌短冊(里中扇) 高齢 36.3x6.0 4514 93812520 

5385 和歌短冊「旅衣・・・J 高齢 36.4X6.0 4515 93812521 

5386 和歌短冊(暮天旅腐) 高齢 36.2x6目。 4516 93812522 

5387 和歌短冊「暮るより・・・j 高齢 36.3x6.0 4517 93812523 

5388 和歌短冊(口罷月) 高齢 36.0x6.1 4518 93812524 

5389 和歌短冊 高齢 36.3x6.1 4519 93812525 

5390 和歌短冊「咲交る・・.J 高齢 38.9x6.1 4520 93812526 

5391 和歌短冊「春毎に・・.J 高齢 36.2x6.1 4521 93812527 

5392 和歌短冊「雪ふかく…j 高齢 36.2x6.1 4522 93812528 

5393 和歌短冊 高齢 36.3x6.1 4523 93812529 

5394 和歌短冊(夜落花) 高齢 36.4X6.0 5603 93812530 

5395 和歌短冊(逢恋) 高齢 36.2X6.1 7309 93812531 

5396 和歌短冊表(口夏衣とい 表・高尚 36.2x5.6 表に和歌、裏俳句あり 3409 93812532 
ふ題にて)・裏(朝鮮併合の
口春を迎ひて)

5397 俳句短冊「初蕨や・・.J 鬼 36.0x6.0 0073 93812533 

5398 俳句短冊「月夜よし…j 鬼貫 35.8x6.0 0110 93812534 

5399 俳句短冊「亀の子の・"J 鬼史 36.3x6.0 0570 93812535 

5400 俳句短冊(山吹扇) 貌胤 36.0X5.9 7175 93812536 

5401 俳句短冊(春後思花) 貌胤 36.3x6.0 7177 93812537 

5402 俳句短冊(口口の花) 貌胤 36.3X6.0 7203 93812538 

5403 俳句短冊(真菰綜) 貌象 36.3x6.0 0576 93812539 

5404 和歌短冊(鯵寒月) 魚口 36.2X6.0 裏鉛筆書「醍醐J 6784 93812540 

5405 和歌短冊(暁帰慾) 魚胤 36.lx6.0 裏鉛筆書「天明元J 3182 93812541 

5406 和歌短冊「此庭の・・.J 魚胤 36.8X6.0 裏鉛筆書「名古J 4297 93812542 
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5407 和歌短冊(}I1氷) 魚貫 36.3x6.0 0284 93812543 

5408 和歌短冊(月前帰雁) 魚貫 36.0x5目9 0285 93812544 

5409 和歌短冊(雨後時鳥) 魚貫 36.0X6.0 裏墨書「下総垣生郡飯岡郡神山魚貰j 0286 93812545 

5410 和歌短冊(鹿声口驚夢とい 魯口 36.4X6.0 5621 93812546 
ふことを)

5411 和歌短冊「このころの・"J 魯道 36.3-x5.9 5548 

5412 俳句短冊(祝) 魯郎 35.8x6.0 2657 93812548 

5413 俳句短冊「金魚口"'J 組口 36.1 X6.0 4182 93812549 

5414 俳句短冊「葉桜に・・.J 組口 36.lX6.1 4183 93812550 

5415 俳句短冊「舞台着の・"J 飽口 36.3x6目。 4184 93812551 

5416 俳句短冊「ひる口さめ・"J 飽口 36.1 X6.1 4185 93812552 

5417 俳句短冊「まいまいに・づ 飽口 36目OX6.0 4186 93812553 

5418 俳句短冊「香に酔へる…j 飽口 36.2x6.0 4190 93812554 

5419 和歌短冊(藻中魚) 鮮 36.2 X6.0 0687 93812555 

5420 和歌短冊(今年のけふ好き 鯛屋 36目1x5.9裏「大正十五年丙寅年ひのえ寅の吉日 お日 3896 93812556 
日を祝ほぎて) の元ハひの元j日の出に通ひ舛J

5421 俳句短冊「遺訓守りて…J 鯖江 36.3x6.0 裏r[姓名]鐙江田ー、清水昌三郎[生]明 1030 93812557 
治六(一八七三)年八月二三日(松江) [残]昭和
一九(一九四四)年二月二三日(七二) [住所]京
都住、株券責買業[流派]腫子門、四明のも
とに満月会幹事もj

5422 俳句短冊「雲おきの・・・」 烏口 36.2x6.0 3915 93812558 

5423 俳句短冊「あさる聞や…J j烏雪 36.4X5.3 裏「京都大阪方面行電車便」 0654 93812559 

5424 和歌短冊(名所口) 亮翁 35.9x6.0 「関宛翁J 4821 93812560 

5425 和歌短冊(さきにたること 鳩口 36.1 X6.1 裏ri賓岡御印J鉛筆書rx漬同道泉後光村と 4252 93812561 
のありしを口口 改む、院承仕口御経職、天保六、五、十七卒、

年六十九n道昧道泉ヵ 明治Jr道泉、明治迄
口口ノ人、故口口(ユ引)氏の口父 代々道泉
なりJ

5426 俳句短冊(救口の口にあた 鳩翁 35.4X5.5 r [姓名]柴田鳩翁心学者[生]天明=(一 4811 93812562 
らしく喜権の数にくは、 七八三)年五月五日(新町二条上ル) [没]天保
りぬれは) ~O(一八三九)年五月三日(五七) [称号]名

喬、字陽方、橋謙臓・眉山・維鳩庵等号
[住所]建仁寺町五条上ル町・北野[流派]
手嶋堵庵.{，関連峯門[その他]四十五才にて
失明、剃髪して鳩翁と号した『鳩翁道噺~ J 

5427 和歌短冊(扇) 入時照 36.5x6.0 2814 93812563 

5428 和歌短冊(勅題を口口口) 鳳口 37.0X6.0 2787 93812564 

5429 和歌短冊(勅題) 鳳口 36.3x5.9 6213 93812565 

5430 和歌短冊目の口人を".) 鳳嶋 36.4X6.0 2747 93812566 

5431 俳句短冊「はなの似た・"J 鳳朗 36.5X6.1 「父鼎山系 田川鳳朗J 5065 93812567 
1...ーー
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5432 和歌短冊(名所早苗) 鴨撫 36.3x6.1 裏「曙舎J鉛筆書「大阪芦田氏カJf村口J 1055 93812568 

5433 漢詩短冊「ー冬晴暖雨呈少 鴨慶浴 36.5X6.1 0505 93812569 

5434 和歌短冊(口年口口巌亀) 鴬口 36.2 X6.0 1648 93812570 

5435 和歌短冊(水辺哨) 鴬宿 36.2x6.0 裏「森圏鴬宿」 1459 93812571 

5436 俳句短冊(御即位御盛儀之 鴬友
春を迎へ奉りて歳B)

35.9X6.0 0015 93812572 

5437 和歌短冊「口楽の・・.J 鶴 32.9x5.9 4637 93812573 

5438 和歌短冊(橋西紫藤) 鶴口 35.5x5.6 裏「壷井鶴口J 1865 93812574 

5439 俳句短冊「船にねて・・・j 鶴影 36.7X6.0 裏「九月j 0058 93812575 

5440 和歌短冊「見ぬ人の・..J 鶴子 36.4X6.0 「梅濃屋鶴子 (鉛筆書)元治j 5378 93812576 I 

5441 漢詩短冊「閑身乍覚・..J 鶴洞史 36.1 X6.0 印あり/裏鉛筆書「松尾鶴洞口上ケイ山の 0172 93812577 
実 弟 書 家J

5442 和歌短冊(春闘 鶴夫 36.5X6.0 「大平門大阪人長田鶴夫j 4880 93812578 

5443 和歌短冊(名所掲衣) 鶴雄 35.8x6.0 f大阪人芦田鶴雄」 4878 93812579 

5叫4俳句短冊(其玉老君の遠行 鷲山 36.0X6.0 0006 93812580 
を悼て)

5445 俳句短冊表「塚撫て…j 鷺山 34.8X5.9 表裏句あり 1336 93812581 
-裏(富沢先生の花甲の議
を祝して)

5446 俳句短冊(泰尊霊ニ) 鷺山 36.2X6目。 1337 93812582 

5447 俳句短冊表(悼)・裏(北 鷺山 34.6x 表裏俳句あり 3602 93812583 
村庵杜口鳥居士の五拾回 5.9(表)
忌の営口・・・)

5448 俳句短冊「牛繋ぐ…j 鷺山 36.1X6.0 3603 93812584 

5449 俳句短冊表(口河口口雅 鷺山 36.3X6.0 表裏俳句あり 3604 93812585 
君の花甲の寿を祝して)・
裏(富津先生の花甲の寿を
祝して)

5450 俳句短冊表(捻口)・裏 鷺山 36.3x6.0 表裏俳句あり 3607 93812586 
(富津先生の花甲の寿を祝

して)

5451 俳句短冊表(田中光月雅 鷺山 34.7X 表裏俳句あり 3613 93812587 
君の令息口りるる愁口を 5.9(表)
悼て)・裏(白河亀ト雅君の
花甲の寿を祝して)

5452 俳句短冊(松琴君の古稀を 鷺山 36.0X5.9 3789 93812588 
祝して)

5453 俳句短冊(瓢水雅哲の開庵 鷺山 36.4x6.0 4160 93812589 
を祝して)

5454 俳句短冊表(真昇雅哲の 鷺山(表) 34.8x 表裏俳句あり 3612 93812590 
花甲の寿を祝して)・裏 6.0{裏)
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5455 俳句短冊表(亡停の廻央 鷺山(表) 36.2X6.0 表裏俳句あり 3616 93812591 
に手向て)・裏(冨津先生の
花甲の寿を祝して)

5456 俳句短冊表(小JII驚馬居 鷺山(裏) 36.4X5.9 表裏俳句あり 3614 93812592 
士の追悼に口を捻りて)・
裏(富津先生の花甲の寿を
祝して)

5457 俳句短冊表(尊霊に拝し 鷺山翁(表) 34.Sx5.8 表裏俳句あり 3598 93812593 
て)・裏(中野君御祖母の米
字の高齢を祝して)

5458 俳句短冊(祖父の霊前へ手 鷺洲 35.9x6.1 3756 93812594 
向けて)

5459 俳句短冊「嶺作る・・.J 鷺白 36.4x5.6 裏「上毛草津雲嶺奄主JI上州草津湯ノ山黒 0984 93812595 
岩忠右衛門隠居文政初年残スJ

5460 和歌短冊(蓋) 鷹信 35.7X5.5 裏「季鷹門近藤鷹信J 1032 93812596 

5461 和歌短冊「ただ夏に・ooJ 腐信 36.1X6.0 「季腐門近藤鷹信j 4926 93812597 

5462 俳句短冊(嶺を越して亀岳 麦畝 36.4X6.0 裏面にカード貼付r[姓名]安井麦畝枯魚 0491 93812598 
に入る) 堂四代目[残]明治二四年十一月[称号]称

八三郎、甥家を継ぎ半耕と号す[住所]宇治
岡原村の人、京都東福寺境内住[流派]枯魚
堂魚水の後を受け其四世となる{その他]書
をよくす」

5463 俳句短冊「タくれを…j 麦太 36.7X5.7 「墨江舎委太大坂人京ニ住スJ 5039 93812599 

5464 俳句短冊I里先に・ooJ 麦浪 36.4X5.9 「乙自門那珂川麦浪j 4996 93812600 

5465 和歌短冊(寄石祝) 麿瑳雄 35.9x6.1 裏「石川県系石川郡額村字大額 中村麿瑳雄J 4596 93812601 

5466 和歌短冊(寄石祝) 麿瑳雄 35.8X6.l 裏「加賀石川郡額村字大額 中村麿瑳雄j 4597 93812602 

5467 俳句短冊「あたらしき・・・J 黄 35.3x5.6 裏「口丸光康卿御筆J 1915 93812603 

5468 漢詩短冊「枝々交影・ooJ 黄昏 35.7X5.5 6887 93812604 

5469 和歌短冊(霞) 黄中 36.2x5.8 5913 93812605 

5470 和歌短冊(海辺時雨) 黄中 36.2x6.2 6111 93812606 

5471 漢詩短冊(歳暮感懐題) 黄潮教人 36.1 X6.0 0149 93812607 

5472 漢文短冊(教育勅語) 黒田吉邦 36.4X 7.1 0174 93812608 

5473 書短冊 黒田吉邦 36.2x6.8 印「黒田吉邦」 0901 93812609 

5474 俳句短冊「庭園の・・'J 黒面翁 36.2x6.1 0094 93812610 

5475 和歌短冊(新秋雨) 黙翁 35.1 X5.8 裏「越前福井 山本閑粛虞足 神儒イ弗道学者 1379 93812611 
也J紙貼付鉛筆書「宝永七、二、十一、大二七
七四J又「越前福井山本閣驚庚足神儒例学
者j

5476 俳句短冊(開庵を祝して) 黙史 36.6X6.1 7185 93812612 

5477 俳句短冊 黙地 36.2X5.4 「中嶋黙地J 5079 93812613 
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54781俳句短冊「大路くる・.j 

54791俳句短冊(愛向老大人年本|黙痴

卦に及ひたまひ健なるこ

と来寒の松樹の如きを祝

して)

54801漢詩短冊(冬夜読書)

54811和歌短冊(竹雪)

54821俳句短冊「口口夢…J

54831和歌短冊(春月)

54841和歌短冊(小桜威の兜にか|湾口

ける)

54851和歌短冊

署名

黙池

黙容題

貼熊

鼎左

費口

粛

54861和歌短冊表(風光日々新)1表・龍子
-裏旧書新聞の一万号を

祝いて)

54871和歌短冊(口口氏の百花園|龍口

にて)

54881和歌短冊(寄山祝龍屋

54891和歌短冊(中野うしの・ー) 1龍温

54901和歌短冊(寄石祝龍音

54911和歌短冊(寄石祝龍音

54921和歌短冊(何かしの君…) 1龍次

54931和歌短冊(浦夏月龍成

54941俳句短冊iDearCanpo"・ 1Sam Jaffe 

54951俳句短冊iGoodLuck"'j 

54961俳句短冊iGoodLuck"'j 

54971俳句短冊iDearFriend 
Kanpo-san'・・1

54981和歌短冊表(窓前竹)

法量 備 考

36.0X6.0 1裏鉛筆書「調jI[姓名]黙池砂チ、中嶋また 11002 193812614 
千葉氏[残]明治十四(一八八一)年八月十五
日[称号]通称与兵衛また徳三郎、古終舎、

守株軒と号した[住所]京都岩上通綾小路住、
井筒屋吉兵衛弟[其他] i@:蕉全集Jのー「袖
珍紗jj

37.4X6.1 0097 193812615 

35.7X5.81 1 1005 193812616 

37.3X5.71 15825 193812617 

36.1 X5.9 1 i花屋奄鼎左」 裏「藤井鼎左奇淵門ー備 15091 193812618 
後ノ人、大阪住、書画ヲヨクス 明治二年
没」

36.4X6.1 1裏鉛筆書「二係口口徳川家斉の猶子 11866 193812619 

36.9x6目。

36.3x6.0 1裏「平山省矯J

36.2x6.0 1表裏歌あり

36.3x6.0 1裏鉛筆書「本願寺派の名僧J

36.3x6.0 

36山|裏鉛筆書「本願寺jI卜八 下ノ初」

36.2X6.1 1裏「能登井藤龍音」

36.2x6.0 I裏「能登井藤腕J朱書「没口1

36.9x5.5 

36.3x6.0 

7.6X36.31英文短冊械に使用

7.6X36.41英文短冊を横に使用

7.6X36.31英文短冊を横に使用

7.6X36.31英文短冊を横に使用

(表)口賢、(裏)136.2x5.7 1表裏和歌あり

54991和歌短冊表(海辺夏月)・|秀口(裏)
裏(枕口虫)

55001俳句短冊「二人かお…J

55011和歌短冊(蛍)

55021和歌短冊「はしとみニ…j 1口郎

一口

規

36.3X6.0 1表裏歌あり

36.3X6.1 

36.5x6.0 1裏鉛筆書「乙帖ノ内jI中嶋規J

36.2X5.9 

3761 193812620 
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5503 和歌短冊(荒屋五月雨) 口竜 36.3x6.0 裏鉛筆書「中井口庵J 7135 93812639 

5504 和歌短冊(夏国家) 口奄 36.5X5.5 1371 93812640 

5505 和歌短冊「影口中・・.J 口奄 35.4X5.7 7199 93812641 

5506 俳句短冊[門の草・・.J 口般 36.4x5.5 6659 93812642 

5507 俳句短冊(独吟のはいかい 口般 36.4X5.7 裏「冨尾重隆入道花やしきn秋元安民撰 5002 93812643 
梅棲=十六歌仙短冊帖J

5508 和歌短冊(謙遜) 口員守 苦言海 36.3x6.0 7195 93812644 
光爺

5509 和歌短冊(花匂衣) 口文 36.3X5.5 5638 93812645 

5510 和歌短冊 口世五世 36.5x6.1 裏紙貼付「遊行上人三十五世」 2079 93812646 

5511 俳句短冊「口山の・・'J 口f弗 36.4x6.0 3763 93812647 

5512 俳句短冊「夕時雨・・.J 口和 36.3x6.0 3841 93812648 

5513 俳句短冊「梅までは・ooJ 口和 36.1 X6.1 3847 93812649 

5514 俳句短冊「葉を口に・ooJ 口郎 38.1 X5.4 4024 93812650 

5515 和歌短冊「八雲たつ・ooJ 口老 36.3x6.0 裏「周口鳥取l鯨渋川秀平」 5725 93812651 

5516 俳句短冊(天長節に) 口楼 36.3X6.0 3856 93812652 

5517 俳句短冊 口楼 36.2 X6.0 3855 93812653 

5518 俳句短冊(寄花懐|日) 口蓮 35.4X5.0 裏鉛筆書「桔帖内J 1870 93812654 

5519 和歌短冊(鳥夕立) 口嶺 35.5X5.4 裏「村上松根j 5207 93812655 

5520 和歌短冊(新田早苗) 口嶺 36.2x6.0 裏鉛筆書「幸野痔口嶺二ノ内J 6059 93812656 

5521 和歌短冊(残菊帯霜) 口嶺 36.4X6.1 0728 93812657 

5522 和歌短冊(月前花) 口陵 36.6x6.1 6270 93812658 

5523 和歌短冊(高砂) 口良 34.9x6.0 3741 93812659 

5524 和歌短冊(雁未来) 口良 35.9x5.3 2486 93812660 

5525 和歌短冊(磯口浦) 口良 34.8x6.0 3740 93812661 

5526 和歌短冊(芦屋里) 口良 34.8X5.9 3742 93812662 

5527 和歌短冊「よる波は・・・」 口良 33.1 x5.5 裏「吉田口兼好法師あふさかやJ 3746 93812663 

5528 和歌短冊(暁雪) 口龍 36.0X5.4 6299 93812664 

5529 和歌短冊(春) 口理 36.4X5.9 裏鉛筆書「村口ソ内」 2084 93812665 

5530 和歌短冊(J11五月雨) 口葉 35.6x5.8 6365 93812666 

5531 和歌短冊「靖国の・・.J 口雄 36.4X5.9 2954 93812667 

5532 和歌短冊(同し門に口ひし 口雄 36.3x6.0 5779 93812668 
るともをおもひて)

5533 和歌短冊「菅原の・・・」 口雄 36.4X5.9 2955 93812669 
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5534 和歌短冊「深江の・・.J 口雄 36目4X5.9 2956 93812670 

5535 和歌短冊「たをやめの・"J 口雄 36.5x5.0 裏鉛筆書「三島自覚J 4365 93812671 

5536 和歌短冊「あらくとも…J 口雄 36.4X6.0 2932 93812672 

5537 和歌短冊(悼智月恵光童 口友 36.1 X5.5 2938 93812673 
子)

5538 和歌短冊(待時鳥) 口友 35.8 x 5.3 2939 93812674 

5539 俳句短冊「老いさらばし、て 口勇 36.3X6.0 3952 93812675 

5540 和歌短冊(月前套風) 口野 36.5x6.1 裏鉛筆書「千葉か口のJ 4306 93812676 

5541 俳句短冊 口門 36.0X6.0 裏朱印「京都俳壇口J 2369 93812677 

5542 和歌短冊(初春鴬) 口木 35.8x5.4 6533 93812678 

5543 和歌短冊(冬朝) 口茂 36.5X6.1 裏「口口祢宜イセ山田古口内記大夫J 6799 93812679 

5544 和歌短冊(冬口怨) 口明 35.5x5.1 裏鉛筆書「正帖ノ内J 5563 93812680 

5545 和歌短冊(池水) 口明 36.3X6.1 5827 93812681 

5546 和歌短冊「郭公・・・j 口明 35.7X5.5 7100 93812682 

5547 和歌短冊(寒梅) 口名 36.2X6.0 2072 93812683 

5548 和歌短冊 口岬 36.7X5.5 3461 93812684 

5549 和歌短冊(水港花) 口麿 36.0X6.1 3412 93812685 

5550 和歌短冊(初春見鶴) 口麿 35.6x5.4 裏鉛筆書 1674 93812686 

5551 和歌短冊(なでしこ) 口麿 36.3 x5.7 裏「夏目口麿本居門人諸平ノ父」 3382 93812687 

5552 和歌短冊(楳久薫) 口麻呂 36.0X6.0 3106 93812688 

5553 和歌短冊「若口口し"J 口麻目 36.3 x 5.9 4027 93812689 

5554 和歌短冊 口牧 36.3x6.0 裏朱書「草野口牧J鉛筆書「十三j 4239 93812690 

5555 和歌短冊「人をしる・・・j 口邦 35.6X6.0 裏鉛筆書「岡村」 6512 93812691 

5556 和歌短冊 口方 34.5x6.0 2876 93812692 

5557 和歌短冊「紅に・・・J 口母 36.4X5.9 1844 93812693 

5558 和歌短冊(故大石ぬしの十 口輔 36.6X6.0 6174 93812694 
三回忌に)

5559 和歌短冊「あわれ君・"J 口輸 35.7X6.1 5776 93812695 

5560 和歌短冊(本卦祝) 口甫 36.8 x 5.9 2838 93812696 

5561 和歌短冊(待恋) 口保 36.2X5.5 4798 93812697 

5562 和歌短冊(岸上亀) 口平 36.3X6.1 付紙「原口平」 2104 93812698 

5563 和歌短冊(おもふこ口あり 口平 36.4X6.0 2093 93812699 
て)

5564 和歌短冊(御即位) 口文 35.8x5.5 7156 93812700 
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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

5565 和歌短冊(源更月) 口文 36.3x6.0 4697 93812701 

5566 和歌短冊「あら玉の・"J 口福 36.8X6.0 6857 93812702 

5567 俳句短冊(手剛 口風捻口 34.6x5.9 3776 93812703 

5568 和歌短冊(鶴) 口風 36.3x6.2 5752 93812704 

5569 和歌短冊(小鷹狩) 口風 36.5X6.0 2848 93812705 

5570 俳句短冊(洗，心) 口風 35.5X5.9 3750 93812706 

5571 俳句短冊「月花も・・.J 口風 35.9x6.0 0612 93812707 

5572 俳句短冊「鴬の・・・J 口風 38.1 X5.5 裏「但馬n口風J 1921 93812708 

5573 俳句短冊「炭を消せば・"J 口楓 36.4X6.0 裏鉛筆書「俳口口J 3938 93812709 

5574 和歌短冊 r~ 、くばくの・・・」 口武 36.3X6.0 5636 93812710 

5575 和歌短冊「びかしやま…J 口夫 36.4X6.0 裏「春望n己丙五十但此番二重ニ有n名古 0804 93812711 
屋市冨士塚町邦光社愛知部幹事 従六位勲五
等林口夫J印『竹田J鉛筆書「明四十二」

5576 和歌短冊(述懐) 口敏 36.2X6.1 裏「松平上総介殿筆 (朱書)江戸主税之助j 3625 93812712 

5577 和歌短冊「ほと、きす…J 口彦 35.8x5.6 6394 93812713 

5578 和歌短冊「にはとりの…」 口彦 36.0X5.7 4933 93812714 

5579 俳句短冊「西山に・・」 口彦 35.0X5.8 3984 93812715 

5580 和歌短冊「冬こもる…J 口美 36.0X6.0 5596 93812716 

5581 俳句短冊「万ある・・.J 口飛 36.5x6.0 裏鉛筆書「公内J 4198 93812717 

5582 和歌短冊(納涼) 口範 36.3x5.4 1579 93812718 

5583 俳句短冊(瓢酔ぬしの立机 口梅 36.2x6.1 2733 93812719 
を賀して)

5584 和歌短冊(海上風静) 口馬 36.1 X5.9 1642 93812720 

5585 和歌短冊(幽居口月) 口之 36.1 x5.9 5833 93812721 

5586 和歌短冊「白雲も…J 口之 36.5X6.1 3864 93812722 

5587 和歌短冊「山本の・・.J 口之 36.2x6.0 裏「京都市松原通東洞院東入 柳田口之j鉛筆 4460 93812723 
書「絵具口J

5588 和歌短冊(御題社頭松) 口之 36.3x6.1 2362 93812724 

5589 和歌短冊 口之 36.2x6目。 2024 93812725 

5590 表・和歌短冊(梅林間筒) 口之 36.3x6.0 表に和歌、裏に俳句あり 4259 93812726 
裏・俳句短冊

5591 和歌短冊「千代祝はふ".J 口年 36.2X6.0 裏「山本J 2757 93812727 

5592 和歌短冊(新年嘗宝海) 口年 35.8X6.5 6995 93812728 

5593 俳句短冊(瓢酔詞宗の開庵 口年 36.4X6.0 5114 93812729 
をほ口て)

5594 和歌短冊「月によひ…」 口二 36.0X6.0 1641 93812730 
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

5595 俳句短冊「おし水や…j 口一 36.2x6.1 裏鉛筆書「赤札J 1135 93812731 

5596 俳句短冊「穏賀・・・J 口那 33.1 x5.1 3959 93812732 

5597 俳句短冊「むすはれて"'J 口那 32.9x5.2 3969 93812733 

5598 和歌短冊(社領暁) 口徳 36.3x6.1 裏鉛筆書rXJ 6484 93812734 

5599 和歌短冊(社領l暁) 口徳 36.2x6.0 裏鉛筆書「蕪ノ手j 6486 93812735 

5600 和歌短冊(早苗) 口道 36.0x5.5 2813 93812736 

5601 和歌短冊「やまかくす…j 口道 36.0X5.9 裏鉛筆書「二十三年残J 5991 93812737 

5602 和歌短冊「さしはえて…j 口道 36.3 x 7.0 2974 93812738 

5603 和歌短冊(口聞轟) 口道 36.3X6.0 2988 93812739 

5604 和歌短冊(口竹) 口道 36.3x5.5 裏鉛筆書「山口「西村J 1639 93812740 

5605 俳句短冊「星あひや・"J 口童 36.5X6.0 3838 93812741 

5606 俳句短冊「限の前に・・・」 口童 36.4X6目l 3840 93812742 

5607 俳句短冊「永き日や…」 口童 36.4X6.0 3852 93812743 

5608 俳句短冊「ひょとりハ…j 口童 36.6x6.0 1194 93812744 

5609 俳句短冊(あしたか山にの 口童 36.4X6.1 3854 93812745 
ぽりて)

5610 和歌短冊「やどりつるー」 口東 33.9X6.0 2419 93812746 

5611 和歌短冊「なさずとも…」 口東 36.0X6.1 1767 93812747 

5612 和歌短冊「さわかしき・・・j 口東 35.4X6.0 2483 93812748 

5613 和歌短冊「さわかしき・・・j 口東 34.9x5.9 7113 93812749 

5614 和歌短冊(松) 口奴 36.3X6.0 2466 93812750 

5615 和歌短冊(鴬告春) 口田 36.2X6.0 4527 93812751 

5616 和歌短冊(口融) 口典 37.8X5.4 2437 93812752 

5617 和歌短冊 口典 36.2 X4.9 3474 93812753 

5618 俳句短冊「析より…J 口程 36.3X5.7 裏「連寄師」 5155 93812754 

5619 和歌短冊(七夕契久) 口定 35.2X6.0 裏「御子口口定・・・J 2854 93812755 

5620 和歌短冊「七夕は・・.J 口貞 38.2x6.1 6677 93812756 

5621 俳句短冊 口亭 35.0X5.8 裏「豊後キテイJ鉛筆書「佐藤氏文政八・ 0941 93812757 
三・三残n一九二j

5622 俳句短冊(初時雨) 口通 35目9X5.9 2705 93812758 

5623 和歌短冊 口長 36.7X5.6 2328 93812759 

5624 和歌短冊(さくらの花をみ 口暢 36.2x6.1 6282 93812760 
てよめる)

5625 和歌短冊(清峰口口) 口忠 36.0X5.9 5790 93812761 
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5626 和歌短冊(春風久薫) 口忠 36.3x6.0 裏紙貼付「丹後王加佐郡口鶴町口口 山口勝、 1768 93812762 
士族永田陽亮(尾崎社中の朱印)J

5627 和歌短冊(浦春闘 日中 36.2x6.0 3358 93812763 

5628 和歌短冊(梼衣) 口逐 36.4X6.0 裏「松尾社司渡辺口口」 3565 93812764 

5629 俳句短冊(瓢酔雅士今たひ 口竹 36.4x6.0 4171 93812765 
六世梧洞庵の・・・)

5630 和歌短冊f冬ふかみ".J 口致 36.1 X6.1 6620 93812766 

5631 和歌短冊「おもへとも…」 口致 36.2 x6.0 1605 93812767 

5632 和歌短冊(尾花似浪) 口池 35.7X6.0 5755 93812768 

5633 和歌短冊「はつ霞・・.J 口智 35.3x5.5 2941 93812769 

5634 俳句短冊r111音の・"J 口知 36.2x6.0 3988 93812770 

5635 和歌短冊(霞添春先) 口男 36.5x6.0 裏「十三口谷森口男丸J 2107 93812771 

5636 和歌短冊I口のおもの・"J 口男 36.4X5.4 3478 93812772 

5637 和歌短冊 口坦 35.5X5.9 1940 93812773 

5638 和歌短冊(臨晩生涼) 口太 36.3x6.0 0698 93812774 

5639 和歌短冊(里鴬) 口太 36.2X6.0 0699 93812775 

5640 和歌短冊(名所紅葉) 口太 36.3X6.0 0691 93812776 

5641 和歌短冊「梅もなき…J 口太 36.3x6.0 0708 93812777 

5642 和歌短冊「静なる…J 口太 36.4X6.1 0692 93812778 

5643 和歌短冊(成相流蛍) 口太 36.2X6.0 0695 93812779 

5644 和歌短冊「親もあり・・・」 口太 36.3X6.1 0697 93812780 

5645 和歌短冊(秋タ即時) 口太 36.3x6.0 0690 93812781 

5646 和歌短冊(社頭杉) 口太 36.4x6目l 0703 93812782 

5647 和歌短冊(社頭杉) 口太 36.4x6.1 0707 93812783 

5648 和歌短冊(社頭松久) 口太 36.3x6.0 0709 93812784 

5649 和歌短冊「山寺の・・.J 口太 36.3x6.1 0704 93812785 

5650 和歌短冊「行家の・・.J 口太 36.4X6.1 0706 93812786 

5651 和歌短冊(古渡霧深) 口太 36.3x6目。 0693 93812787 

5652 和歌短冊(暁山雲) 口太 36.3X6.0 0705 93812788 

5653 和歌短冊(寄梅懐旧) 口太 36.4x6.0 0694 93812789 

5654 和歌短冊「夏はいつく…j 口太 36.3x6.1 0700 93812790 

5655 和歌短冊(旭光照波) 口太 36.2x6.0 0701 93812791 

5656 和歌短冊「へだでなく…j 口太 36.2x6目。 0696 93812792 

5657 和歌短冊「うかうかと…j 口太 36.2x6.0 0702 93812793 
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番号 名 称 著名 法量 備 考 整理番号 備品番号

5658 俳句短冊「瀧口や・・'J 口村 36.2 X6.0 6943 93812794 

5659 俳句短冊(還暦賀) 口村 36.4x5.9 5938 93812795 

5660 和歌短冊(卯月のはしめ口 口足 36.5X5.8 裏「勢州松坂住本居春庭門人 小津新蔵J 6409 93812796 
口口菜種のからをやく煙
のたつをみて)

5661 和歌短冊(春眺望) 口則 36.2X6.1 絹本裏貼紙「冷泉大納言為則口J 3124 93812797 

5662 和歌短冊「篠の葉は一J 口則 35.7x5.9 裏「滝門人鐙井五平n十八j鉛筆書rx J印 1652 93812798 

5663 俳句短冊「よし原や・ーj 口窓 34.9X5.2 裏「吉原楼主」 3963 93812799 

5664 表・俳句短冊「山畑に…j 口川(表) 36.2X6.0 表に俳句、裏和歌あり 3985 93812800 
裏・和歌短冊(口別)

5665 和歌短冊(湖眺望) 口宣 35.7X6目l裏「世六j 3436 93812801 

5666 和歌短冊(杖) 口雪 35.9X6.0 裏鉛筆書rlll内口雪J 3380 93812802 

5667 和歌短冊 口雪 35.7X6.2 裏鉛筆書「小倉」 1660 93812803 

5668 俳句短冊(祝) 口赤 36目4x6.1 2638 93812804 

5669 和歌短冊(賀新婚) 口石 36.2X6.0 裏「明治十三年十一月一日 口山秀口祝之j 2917 93812805 

5670 俳句短冊 口石 36目4x6.0 7208 93812806 

5671 和歌短冊(撫子) 口斉 36.3X6.0 裏[富山藩小村氏J 5855 93812807 

5672 和歌短冊(巌苔) 口静 36.3x6.0 6385 93812808 

5673 俳句短冊「口の人・・.J 口青 36目4X6.0 2698 93812809 

5674 和歌短冊「木がらしの・・・j 口清 35.0x5.4 裏「横田口清J 3357 93812810 

5675 和歌短冊「難波がた・"J 口正 36.5X6.0 裏鉛筆書「池場口正小野氏、メ四一、四、 3362 93812811 
十三逝、年六九J

5676 和歌短冊(祝) 口正 35.5X5.8 裏「伸口鶴口J 2190 93812812 

5677 和歌短冊(雪中来春) 口政 36.4X6.0 3079 93812813 

5678 和歌短冊「六十に・・.J 口成 36.3X5.9 5111 93812814 

5679 和歌短冊(方円堂口水翁懐 口成 36.1 X6.0 裏「京都・・・J 3548 93812815 
欝追悼に京の冬てふ題に
て)

5680 和歌短冊(月前雪) 口成 35.5x6.1 4669 93812816 

5681 和歌短冊(潰春月) 口世 36.2X5.0 1995 93812817 

5682 和歌短冊「冬くれば…j 口世 36.3X5.5 1996 93812818 

5683 和歌短冊「かくしける…j 口世 37.8X5.3 1987 93812819 

5684 和歌短冊 口世 36.2x5.0 1986 93812820 

5685 和歌短冊(夏舟) 口瑞 36.3x6目。 裏「西京東山知口院J 5692 93812821 

5686 和歌短冊(松口花) 口水 36.1 X6.0 裏「迫度完口口明治廿六年七十一翁j 2752 93812822 

5687 和歌短冊f嬉しとや・"J 口水 35.7X5.5 2809 93812823 
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5688 和歌短冊 口水 36.5X5.9 裏「諸平両弟瀬見口水先生J 5997 93812824 

5689 俳句短冊「調i豊口"'J 口水 36.0x6.0 3822 93812825 

5690 俳句短冊[里一口"'J 口水 36.3x6.0 3743 93812826 

5691 俳句短冊(木屋町に遊びて) 口水 36.4x6.0 裏「八十翁j 3967 93812827 

5692 俳句短冊(竹婦人) 口水 36.0X6.0 4210 93812828 

5693 俳句短冊「世にふれは・"J 口水 35.8x5.5 0626 93812829 

5694 俳句短冊「水亭や・・.J 口水 36.4x6.0 4192 93812830 

5695 俳句短冊「春鬼灯・・.J 口水 36.1 X6.1 3821 93812831 

5696 俳句短冊 口吹 36.3X6.0 3774 93812832 

5697 和歌短冊(旅恋) 口仁 36.3X6.0 3281 93812833 

5698 和歌短冊(早朝 口仁 36.3x5.7 2131 93812834 

5699 和歌短冊(遠山花) 口仁 35.5x5.5 6461 93812835 

5700 和歌短冊(野沢口迎春) 口人 36.4X6目l 5565 93812836 

5701 和歌短冊(ある人の祝の顔 口親 35.7X5.6 裏「杵築近口瀬有中J 2150 93812837 
をめて白けれは出て送る)

5702 和歌短冊(鴬) 口真 35.4x5.8 7138 93812838 

5703 和歌短冊「きのふけふ・・ J 口信 30.2x5.5 5788 93812839 

5704 和歌短冊(三園志のころを) 口伸 36.4x6.0 2458 93812840 

5705 和歌短冊(垣根童) ロ条 36.3x5.3 3908 93812841 

5706 和歌短冊(岡夏草) 口紹 36.2x5.5 裏鉛筆書「題字は口川黄中J 2870 93812842 

5707 和歌短冊(寄園祝) 口照 36.3x6.0 裏「日光山輪王寺門跡僧正彦坂口照上J鉛筆書 3559 93812843 
「明治廿=年勅題nメ由一十六」

5708 和歌短冊(六月抜) 口松 37.2x5.7 裏鉛筆書「石口口口中ロカJ紙貼付「口松庵 2163 93812844 
俳人松屋青口刻

5709 和歌短冊(踏落葉) 口昭 36.4X6.0 裏鉛筆書「工帖J 3541 93812845 

5710 和歌短冊(雲間子規) 口小路泰子 36.3x6.0 5385 93812846 

5711 和歌短冊(秋霞) 口女 36.0x6.0 5376 93812847 

5712 和歌短冊「時雨さし・・・j 口女 36.2X6.0 裏「上(?破損)田口女初名幾号沢伴碓口 2418 93812848 
明治二十七年七十六J

5713 和歌短冊(寄園祝) 口緒 36.2x6.1 6572 93812849 

5714 和歌短冊 口順 35.4X5.6 3475 93812850 

5715 俳句短冊「はし口て一J 口楯 36.3X6.0 裏鉛筆書「口口J 3950 93812851 

5716 和歌短冊 口春 36.3X6.0 裏「下加茂嗣官岡本口春J 3576 93812852 

5717 和歌短冊(春路) 口俊 36.2x5.4 裏鉛筆書「明暦二、正、一莞、六十四才」 6704 93812853 

5718 俳句短冊(玉祭) 口住 37.9x5.4 3962 93812854 
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5719 和歌短冊「わかの浦に・..J 口秀 36.3x5.9 2845 93812855 

5720 和歌短冊「種とりて…J 口修 35.2x5.5 6641 93812856 

5721 和歌短冊「陰たのむ・..J 口宗 36.2X6.0 5660 93812857 

5722 俳句短冊「八ツ橋の・..J 口樹 36.1 X6.1 3824 93812858 

5723 和歌短冊(述懐) 口寿 36.2x6.0 裏「廃幡家日本筑前J鉛筆書も「庚幡家岸 2067 93812859 
本筑前n五ノ三ノ内J

5724 和歌短冊(禁口花) 口守 36.3X6.0 2864 93812860 

5725 俳句短冊「酒もよし・・・J 口車 26.1 X9.5 7541 93812861 

5726 和歌短冊「星の夜は・..J 口実 36.5x6.0 3873 93812862 

5727 和歌短冊「十五夜を・..J 口室 36.2X5.9 5962 93812863 

5728 俳句短冊「上下の・・.J 口室 36.4x6.0 裏鉛筆書「正内j 2695 93812864 

5729 俳句短冊 口室 36.2x5.9 裏鉛筆書I正内J 2694 93812865 

5730 和歌短冊(問中鴬) 口式 36.4X6.0 2618 93812866 

5731 和歌短冊「夏の夜の・..J 口次 36.5X6.0 2827 93812867 

5732 和歌短冊(正口子日) 口枝 37.8x6.2 3476 93812868 

5733 和歌短冊(山霞) 口枝 36.5X6.1 2861 93812869 

5734 和歌短冊(従五位霊の御行 (口子) 36.4X6.0 裏「千浪門人本郷口子n口子j 0877 93812870 
末の御後見いかになと思

ふに)

5735 和歌短冊「老生が・・.J 口子 36.3x6.0 3877 93812871 

5736 和歌短冊「目とづれば…」 口子 36.2X6.0 2535 93812872 

5737 和歌短冊(苔) 口子 36.3x6.0 2058 93812873 

5738 和歌短冊(祝歌) 口子 36.5X6.0 裏「口口大史J 6902 93812874 

5739 和歌短冊(寄月懐旧) 口子 36.1 x6.0 5347 93812875 

5740 和歌短冊f喜ひの・・.J 口子 36.1 x6.l 裏「口小路室町東福田きぬj 4535 93812876 

5741 和歌短冊(閑居待郭公) 口子 36.3x6.1 「秋元安民撰梅楼=十六歌仙短冊帖J(r安政 4963 93812877 
二年刊梅さくら二十六歌撰秋元安民撰
浪花の芦刈人J)に収納

5742 和歌短冊「絵はりし…」 口子 36.2x6.1 2497 93812878 

5743 和歌短冊(温故) 口子 36.3X6.1 2834 93812879 

5744 和歌短冊(速山初雪) 口子 36.4X6.1 1770 93812880 

5745 和歌短冊「よろこびの…」 口子 36.2x6.0 裏「高山J鉛筆書「口口j 2873 93812881 

5746 和歌短冊「やまひこの・..J 口子 36.3X6.0 裏「福田J 4545 93812882 

5747 和歌短冊「しけりあふ…J 口子 36.3x6.0 裏「京都高山淑子j 4553 93812883 

5748 和歌短冊「しきしまの…J 口子 36.3x5.9 裏鉛筆書「口帖よりJ 6345 
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5749 和歌短冊「口あけて・・・j 口子 36.1 X6.1 裏「口村口子J 4543 93812885 

5750 和歌短冊 口子 36.5X6.0 3760 93812886 

5751 和歌短冊 口子 36.1 x6.0 裏「小泉J 4550 93812887 

5752 和歌短冊 口子 36.3X6.0 裏「小泉J 4558 93812888 

5753 俳句短冊(梧洞庵の号をつ 口史 36.5X6.0 7237 93812889 
かれしを祝して)

5754 俳句短冊表(還暦を祝し 口山(表)、鷺 36.2x6.0 表裏俳句あり 3788 93812890 
て)・裏(橋口老壷の古稀を 山(裏)
祝して)

5755 和歌短冊(丹口口相寺総持 口山 35.4X5.3 3091 93812891 
院にて)

5756 和歌短冊「まんまろく…J 口山 37.7x5.8 2946 93812892 

5757 和歌短冊「か、る世も…J 口山 36.5x6.l 6357 93812893 

5758 和歌短冊fうつりきし…J 口山 36.3x6.0 裏「岸本J鉛筆書「六十内」 3421 93812894 

5759 和歌短冊 口山 35.9X6.0 1614 93812895 

5760 俳句短冊(芳薩利居士に手 口山 36.3X6.0 裏鉛筆書『公帖ノ内j 3930 93812896 
向く)

5761 俳句短冊(瓢口先生の継号 口山 36.5x6.0 2797 93812897 
を祝して)

5762 俳句短冊f月影を・・'J 口山 36.7X5.6 6848 93812898 

5763 俳句短冊(還暦を賀して) 口山 36.2X5.9 3753 93812899 

5764 俳句短冊『口しの口は・・・j 口山 29.3X5.1 裏鉛筆書「公帖ノ内J 3928 93812900 

5765 俳句短冊(野雲亭の・・・) 口斎 34.9X5.9 3792 93812901 

5766 俳句短冊「明はなす・"J 口斎 36.4X6.0 4151 93812902 

5767 和歌短冊(霜) 口根 36.2X6.0 裏鉛筆書「河村口根宝暦六年生、文政二、 6462 93812903 
十一、十二残、年六四」

5768 和歌短冊(朝寝) 口高 36.2 X6.1 裏f京都市神宮道三保下ル西入 高橋鹿之助 2044 93812904 
電祇園六四三番Jの朱印あり

5769 俳句短冊「つくろはぬ…j 口郊 32.7x5.7 6881 93812905 

5770 和歌短冊「やまもとの…J 口弘 36.2x6.0 裏「ナコヤ長口郎J 4491 93812906 

5771 俳句短冊f蛍とふ・・.J 口康 34.7X5.7 5420 93812907 

5772 和歌短冊(雪若菊0) 口幸 36.5X6.0 4346 93812908 

5773 和歌短冊(遠聞鹿) 口光 36.3X6.0 鉛筆書「幸典門清水口光J 4910 93812909 

5774 和歌短冊「なかなかに"'J 口虎 36.4X6.l 裳鉛筆書「ぬし佐野J印あり 1692 93812910 

5775 和歌短冊(湖上霞) 口古 35.7X5.7 2779 93812911 

5776 和歌短冊(歌仙堂) 口古 35.7X5.4 6244 93812912 

5777 和歌短冊 口古 36.1 x6.0 6868 93812913 
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5778 和歌短冊(文化十ニ年十一 口賢 34.7x5.4 裏「屋代口口J鉛筆書「天保十一、六十才頃の 3214 93812914 
月廿日) 作J

5779 和歌短冊「千寓に・・.J 口賢 36.4x6.1 5697 93812915 

5780 和歌短冊(~、りやの梅を見 口賢 34.8x5.3 裏紙貼付「屋代弘賢江戸の人、初名詮虎、 3093 93812916 
口て) 詮賢、七十以後詮文と改めた「古今要覧稿J千

巻口天保十二年五月十九日残、八十四才J

5781 和歌短冊(初春待花) 口月 36.2x5.8 鉛筆書「季腐門尼口月JI 4927 938129171 

5782 和歌短冊(山家夜雪) 口月 36.3x6.0 2893 93812918 

5783 和歌短冊(山家月) 口月 36.2x6.0 裏鉛筆書「村口J 0871 93812919 

5784 和歌短冊(亀の・・・) 口月 36.1 x6.0 裏鉛筆書「口十ーの内J 5533 93812920 1 

5785 和歌短冊(口口の新口を祝 口月 36.0x6.0 2815 93812921 
して)

5786 和歌短冊 口月 36.9X5.8 裏鉛筆書「うた口口口月J 2566 93812922 

5787 俳句短冊(瓢酔大人の開庵 口月 35.9X6.0 5933 93812923 
を祝して)

5788 俳句短冊(瓢砕宗匠の口庵 口月 36.3x6.0 2642 93812924 
を祝して)

5789 俳句短冊(梧桐庵口号開庵 口月 36.4X6.0 2783 93812925 
を祝して)

5790 俳句短冊(開庵賀) 口月 36.4x6.0 裏「尾張国丹羽郡布袋町 7180 93812926 

5791 俳句短冊(さる年の誕生日 口月 36.4X6.0 裏鉛筆書rJII口ノ内 表J 3933 93812927 

5792 和歌短冊(善臣ぬしの・・・) 口潔 36.5X6.1 5791 93812928 

5793 和歌短冊(恋来) 口計 32.6x6.0 4705 93812929 

5794 和歌短冊(神楽) 口計 32.6x6.1 4695 93812930 

5795 和歌短冊f降雨に・・.J 口計 32.6x6.0 4694 93812931 

5796 和歌短冊(風前梅) 口渓 36.8x5.4 裏鉛筆書「口人丹羽・如 3379 93812932 

5797 俳句短冊 口興 34.5x5.5 5454 93812933 

5798 和歌短冊(糸桜をほめて) 口卿 35.0X5.9 裏「文政十一年戊子=月四日花宴償座J 6097 93812934 

5799 和歌短冊(岸口待船) 口卿 34.2x5.0 3100 93812935 

580ぴ和歌短冊(桂橋タ霞) 口貴 36.4X6.1 5848 93812936 

5801 和歌短冊(待町烏) 口眼 36.1 X5.7 裏「京都三条茶久隠岐口眼J 5798 

5802 和歌短冊(なき口侍口伯父 口問 36.4x6.0 6687 93812938 
君の一周忌併寺にささけ
まつる)

5803 和歌短冊(伴林大人) 口括 36.2X6.0 裏鉛筆書「わくらばにしたまさ口かにH心十 1966 93812939 

5804 和歌短冊『九重の・・.J 口括 35.8X5.5 裏「三月J 4125 93812940 
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5805 和歌短冊『この太刀は・・・J 口括 36.0X6.0 裏鉛筆書『勤王家カ'H口J 1632 93812941 

5806 俳句短冊(高口口の紅葉を 口岳 36.2X6.0 3050 93812942 
思いて)

5807 俳句短冊「鮎つりに…j 口岳 36.2x6.0 3049 93812943 

5808 俳句短冊 口岳 36.3x6.0 2696 93812944 

5809 和歌短冊(燈遊間口) 口学 36.3x6.0 5849 93812945 

5810 俳句短冊表「鯛瓶から 口角 36.0x5.9 表裏俳句あり 3960 93812946 
…j・裏『はるをめに…j

5811 和歌短冊(夏月涼) 口廓 36.3X6.1 5613 93812947 

5812 俳句短冊(義石居士の大祥 口崖 36.4x6.0 4166 93812948 
忌にいたわりて)

5813 表・和歌短冊「皆人の…J 口外(表) 36.4X6.0 表に俳句、裏に和歌 5945 93812949 
裏・俳句短冊(口庵旭翁氏
の五十齢にと、ヵ通れたる
祝賀に口口年の寿を祈り
て)

5814 和歌短冊(和の香木となり 口外 33.3X5.7 5698 93812950 
しに)

5815 俳句短冊(梧桐庵瓢酔詞口 口外 33.9x6.0 裏「伊勢山田渚庵口外J 2737 93812951 
のこたび開庵さ口を祝ひ
て)

5816 和歌短冊「越かたき…J 口開 36.1 X6.0 5761 93812952 

5817 和歌短冊「鴛を...J 口海 35.9X6.0 7227 93812953 

5818 和歌短冊(康日庵にて釣般 口海 36.5X5.4 2613 93812954 
へ口口て菊小車草… を
見て)

5819 和歌短冊(夏遠口 口海 36.4x6.0 5835 93812955 

5820 俳句短冊(生れ日より百日 口海 36.0x6.0 3052 93812956 
口口のをのこの喰そめを
祝ひて)

5821 和歌短冊(惜口 口雅 35.7X5.8 裏鉛筆書「俳仙堂口雅カ宮負口雅なる人H篤 6227 93812957 
胤門、安政五、九、廿=残、六二」読みのカ
ードは1-1788(622帥の短冊に付いている

5822 和歌短冊にのたび甲胃口 口雅 36.2x6.l 6352 93812958 
揃の作ありけるに…)

5823 俳句短冊(梧洞庵の継号祝 口雅 36.5X6.0 6116 93812959 
して)

5824 和歌短冊(六十ーの賀を祝 口賀三 36.3X6.0 裏「四十一年五百五十七日J 3617 93812960 
して)

5825 俳句短冊「ちりやむて…J 口我 35.4X5.8 1193 93812961 

5826 和歌短冊(十五夜の月) 口花 35.2x5.9 1574 93812962 

5827 和歌短冊「ほとときす…j 口河 35.9x5.5 6158 93812963 
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5828 和歌短冊(松竹梅) 口夏 36.4X5.9 3398 93812964 

5829 和歌短冊『桃の花・・・」 口下 35.0X5.2 裏鉛筆書fふちは口せい くわカ トシカ」 1864 93812965 

5830 和歌短冊(海辺雪) 口音 35.7X5.4 4434 93812966 

5831 和歌短冊「春のきて・"J 口翁 36.3X6.0 麻布製裏「森田口翁」 2179 93812967 

5832 和歌短冊(浦春月) 口翁 36.5x5.4 裏「横田口翁j 3356 93812968 

5833 俳句短冊「雲たちて・"J 口越 36.2x5.9 3976 93812969 

5834 和歌短冊(春日懐昔) 口雲 36.0X5.4 裏「東京太田口雲J 6261 93812970 

5835 和歌短冊(山家雪) 口蔭 36.4x6.0 裏「鳥取歌人J鉛筆書f榎本j 1523 93812971 

5836 和歌短冊(雪中客来) 口胤 35.3x5.6 裏「江戸小石川 本間口口J 7198 93812972 

5837 和歌短冊(天龍寺・・.) 口允 36.1 X5.6 5748 93812973 

5838 俳句短冊「音あらは・"J 口逸 35.2x5.8 裏「幻第ハ景物遊之君H慶臆大津人口 0931 93812974 
口J

5839 和歌短冊「我庭の・・.J 口一 22.7X4.7 4693 93812975 

5840 和歌短冊(雨後夏月) 口一 36.3x6.0 裏鉛筆書「五ノ三ノ内J 3081 93812976 

5841 和歌短冊(山新樹) 口位 37.2x6.1 3579 93812977 

5842 和歌短冊(夏玉林) 口庵 36.0x5.9 5390 93812978 

5843 和歌短冊(門松) 口庵 36.3X6.0 1615 93812979 

5担4和歌短冊(田家) 口庵 35.8X6.1 1382 93812980 

5845 和歌短冊(庭松) 口庵 36.1 x6.0 1611 93812981 

5846 和歌短冊(月前鐘) 口庵 35.6X5.1 1412 93812982 

5847 俳句短冊「僧院の・・.J 口庵 36.3x6.0 裏鉛筆書『合十三ノ内j 3942 93812983 

5倒8和歌短冊(梅口開) 口安 35.8x6.0 裏「薩州京留守居 山田口安J鉛筆書「義重ノ 3326 93812984 
子j

5849 和歌短冊(海辺春) 口芦 36.2x6.0 裏『下京豊国神社前足袋商虞瀬治右衛門j 5914 93812985 

5850 和歌短冊(元E雪) 口阿 35.7X6.0 7094 93812986 

5851 俳句短冊(開庵を祝して) 口口坊 36.5x6.1 4173 93812987 

5852 俳句短冊 口口坊 36.3x6.0 4170 93812988 

5853 和歌短冊(松風秋迫) 口口人 36.2x6.0 1813 93812989 

5854 和歌短冊(腐) 35.6x5.7 2290 93812990 

5855 和歌短冊(鑑知夜) 36.1 X5.9 裏『伏見の口口口川天神禰口河野次郎口口 3569 93812991 
口 主騰J鉛筆書 f五ノ三ノ内J

5856 和歌短冊(鑑) 36.6x6.0 裏「十J 4130 93812992 

5857 和歌短冊(輔掴) 35.9x5.5 6547 93812993 

5858 和歌短冊(毅) 36.4X6.2 裏「近衛家臣進藤長義J鉛筆書「口二囲内j 2146 93812994 
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5859 和歌短冊(巧薬) 37.3x5.7 裏鉛筆書f伊達宗城侯Jr伊達宗城 四国宇和 6522 93812995 
嶋藩主 しゃくやくの花を詠める」と書いた
紙あり

5860 和歌短冊(覇中燈) 36.5x6.1 1971 93812996 

5861 和歌短冊(覇中渡) 36.5X5.6 3230 93812997 

5862 和歌短冊(雛菊帯霧) 36.1 X5.8 6263 93812998 

5863 和歌短冊(窟松) 36.5X5.5 6748 93812999 

5864 和歌短冊(漬春雨) 35.5X5.6 3415 93813000 

5865 和歌短冊(津遁鶴) 36.3X6.0 3210 93813001 

5866 和歌短冊(嬢夷) 36.3x6.0 2075 93813002 

5867 和歌短冊(議衣頻) 36.3x6.0 7111 93813003 

5868 和歌短冊(封泉待月) 36.3x6.1 2953 93813004 

5869 和歌短冊(停信機) 35.3x5.8 裏「酒井J 0857 93813005 

5870 和歌短冊(六十ひとつに口 36.3x6.0 裏「正J 2877 93813006 
口口としに)

5871 和歌短冊(六月被) 36.3x6.0 裏「直子J 5384 93813007 

5872 和歌短冊(浪花の美術館ニ 36.4x6.0 裏鉛筆書『龍自田安定J 0726 93813008 
あそひて)

5873 和歌短冊(楼上夏月) 36.4x5.7 鉛筆書f松浦辰雄J 4867 93813009 

5874 和歌短冊f露しぐれ…」 35.7X5.9 1759 93813010 

5875 和歌短冊(路苔) 33.0x5.7 5782 93813011 

5876 和歌短冊(連日雪) 36.1 x6.0 裏「上田重子J付紙「上田ちか子重子J 5273 93813012 

5877 和歌短冊(簾外蛍) 36.2x6.0 4864 93813013 

5878 和歌短冊(恋草) 32.5X6.0 2052 93813014 

5879 和歌短冊(恋誠) 36.3x6.1 裏「江戸下谷口町木内裕二郎J鉛筆書f村万j 1646 93813015 

5880 和歌短冊(嶺月) 36.1 x6.0 3434 93813016 

5881 和歌短冊(冷泉為恭) 36.2x6.0 0920 93813017 

5882 和歌短冊(緑竹年久) 36.4x5.8 1327 93813018 

5883 和歌短冊(旅中友) 36.1 X6.0 0712 93813019 

5884 和歌短冊(旅中花) 35.2x5.6 2824 93813020 

5885 和歌短冊(旅宿恋) 36.2x6.0 5700 93813021 

5886 和歌短冊(旅宿虫声) 36.4X6.1 裏I江戸下谷茅町木内裕二郎J鉛筆書「村万」 1645 93813022 

5887 和歌短冊(旅宿時鳥) 36.2x6.0 6359 93813023 

5888 和歌短冊(旅月) 36.8X5.9 裏鉛筆書「竹十三ノ内J 2431 93813024 
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5889 和歌短冊(旅といふ題を得 35.7x5.4 0643 93813025 
て)

5890 和歌短冊(琉球芋を奉りて) 36.0X5.9 0002 93813026 

5891 和歌短冊(立春水) 35.9x5.2 裏「正j 5541 93813027 

5892 和歌短冊(立春闘 35.1 x6.0 4661 93813028 

5893 和歌短冊「立わたる・"J 38.0X5.5 裏f恵、薫J 1278 93813029 

5894 和歌短冊「立ならふ・.'J 36.3x6.1 裏「てるJ 1239 93813030 

5895 和歌短冊(里夕梅) 35.0X5.1 裏「梶井宮J 2427 93813031 

5896 和歌短冊f里人も・・.J 36.1 X6.0 鉛筆書「十=Jr名十六内J 2342 93813032 

5897 和歌短冊(里款冬) 36.2x5.7 裏f森子J 1244 93813033 

5898 和歌短冊(里寒月) 36.7X6.1 裏「 … 佐々木美三祐 …J 6307 93813034 

5899 和歌短冊(嵐山蛍) 36.4X6.0 6212 93813035 

5900 和歌短冊(落葉満地) 36.2x5.6 5799 93813036 

5901 和歌短冊(落葉如雨) 36.3X6.1 裏「三屋j紙貼付f中山みや子周防の女歌人、 4969 93813037 
景恒門、母の死を悼みて尼となる、家集『浮
木の亀』あり 明治七年残三十二才Jf秋元安
民撰梅襖三十六歌仙短冊帖J(r安政二年刊
梅さくら=十六歌撰秋元安民撰浪花の芦
刈人J)に収納

5902 和歌短冊(落葉深) 36.4x6.0 3144 93813038 

5903 和歌短冊「落葉さす・"J 36.3X6.0 裏f薫子J 5732 93813039 

5904 和歌短冊(落葉) 37.1 X6.0 2905 93813040 

5905 和歌短冊(落葉) 36.2X6.0 2986 93813041 

5906 和歌短冊(謡曲) 36.1 x5.8 f世三年四月四口一J鉛筆書「安政丁巳は安政 3272 93813042 
四年J

5907 和歌短冊(夕立雲) 36.3x5.8 裏「怒延門人つう女J 5387 93813043 

5908 和歌短冊(タ柳) 36.3X6.0 6089 93813044 

5909 和歌短冊「夕暮は・・.J 33.1 x5.8 2054 93813045 

5910 和歌短冊「タ月よ…j 33.6x5.3 裏「口口積善院口門跡」印あり 1909 93813046 

5911 和歌短冊(夕郭公) 36.5X5.9 2127 93813047 

5912 和歌短冊(タ花) 36.5x6.1 7080 93813048 

5913 和歌短冊「タまくれ…J 35.8x5.5 裏rf:言明院奥方J 1261 93813049 

5914 和歌短冊『夕つく日…j 36.1 X6.0 2091 93813050 

5915 和歌短冊(夕日風) 36.5x6.0 裏「口木J 2417 93813051 

5916 和歌短冊(避口 35.4X5.0 2255 93813052 

5917 和歌短冊(有口祝) 34.8x5.9 4595 93813053 
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5918 和歌短冊(幽口水鶏) 36.1 x5.8 3310 93813054 

5919 和歌短冊(友人の旅たち玉 36.0X6.0 5745 93813055 
へる口口送り口口て)

5920 和歌短冊(柳牒風) 36.3x6.0 7325 93813056 

5921 和歌短冊(柳の上鴬) 36.3X6.1 4231 93813057 

5922 和歌短冊(柳口露) 35.2.X5.9 4629 93813058 

5923 和歌短冊(柳) 36.5x6.l 裏「安井弾正忠俊室喬子」 5365 93813059 

5924 和歌短冊(野f里親 36.2x6.0 4678 93813060 

5925 和歌短冊(野露) 36.4x6.0 裏「八木敏子J 5310 93813061 

5926 和歌短冊(野雰) 36.2x6.0 1942 93813062 

5927 和歌短冊(野梅) 36.3x5.5 4345 93813063 

5928 和歌短冊(野草口枯) 37.4X5.9 4066 93813064 

5929 和歌短冊(野雪) 35.7X5.4 裏「久子J 5371 93813065 

5930 和歌短冊(野鹿) 35.8x5.8 2469 93813066 

5931 和歌短冊(野山) 36.4X6.l 裏鉛筆書「高畠カj 6101 93813067 

5932 和歌短冊(野外虫) 36.3X6.0 裏鉛筆書「正帖ノ内j 6042 93813068 

5933 和歌短冊(野外雪) 35.9X6.0 6731 93813069 

5934 和歌短冊(野荻) 36.0x5.8 裏「三州子j 5329 93813070 

5935 和歌短冊(夜風告梅) 35.5X5.4 裏「横山… 俄負j鉛筆書「桂帖J 4316 93813071 

5936 和歌短冊(夜時鳥) 36.3X6.0 6310 93813072 

5937 和歌短冊(夜時雨) 36.2x6.1 1809 93813073 

5938 和歌短冊(夜思花) 36.3x5.5 3154 93813074 

5939 和歌短冊「夜もすがら…J 36.2x6.0 2407 93813075 

5940 和歌短冊(夜口 36.2x6.0 裏鉛筆書「口郷J 1788 93813076 

5941 和歌短冊「門の外は・"J 36.3x6.0 裏「三河村上忠次子忠浄J鉛筆書f四O、五ノ 1669 93813077 
内J貼紙「村上忠浄園歌鐙ト称忠次ノ二男
コ河ノ人口川集」

5942 和歌短冊『木々 はみな・・・J 36.8x5.1 裏『みつを子J 5362 93813078 

5943 和歌短冊(木枯) 36.3x6.0 裏「三屋Jr秋元安民撰梅襖三十六歌仙短冊 4973 93813079 
帖J(r安政二年刊梅さくら三十六歌撰秋
元安民撰浪花の芦刈人J)に収納

5944 和歌短冊「茂りあふ…j 36.1 X5.9 裏「栄子j 2931 93813080 

5945 和歌短冊(明治節) 36.3X6.0 2847 93813081 

5946 和歌短冊『命あれば・・・j 35.3x6.0 裏「前回正名H特 許 一 七 八 八 号 二 五 一 二 2118 93813082 
二六・一五年間砂子印刷法発明人谷口文
治郎H[姓名]前田正名J
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

5947 和歌短冊(名所夕立) 36.3X5.9 裏「吉田玄蕃後螺H[姓名]吉田県正七位 2650 93813083 
[生]文政五年(京都) [残}明治世一年[その
他]明治十年白峯宮宮司、十八年竜田神社、
十九年大和神社宮司拝命J

5948 和歌短冊(名所秋口) 35.9x6.0 裏「青山雄子J 5324 93813084 

5949 和歌短冊(名所花) 36.4X6.1 6180 93813085 

5950 和歌短冊(名所花) 36.4X6.1 6177 93813086 

5951 和歌短冊(名所花) 36.4x6.1 6176 93813087 

5952 和歌短冊(名所花) 36.4x6.0 2534 93813088 

5953 和歌短冊「名におへる…J 36.4x6.0 2263 93813089 

5954 和歌短冊(名口郭公) 36.4x6.0 1890 93813090 

5955 和歌短冊(冥路花) 36.3x6.1 裏f十四Hくめ子J 2380 93813091 

5956 和歌短冊「夢にだに・..J 33.1 X5.8 2053 93813092 

5957 和歌短冊(満月) 35.8x5.8 裏「小林田兵衛膏城先生j鉛筆書「口口ノ弟子J 2354 93813093 
「文久二H十一J

5958 和歌短冊「末遠く…J 34.2X6.0 1784 93813094 

5959 和歌短冊「末遠く…J 35.2x5.8 裏「四H磯子j 1307 93813095 

5960 和歌短冊(枕) 35.6X5.5 3457 93813096 

5961 和歌短冊(枕) 36.3X6.0 裏「口むらくに子J 5297 93813097 

5962 和歌短冊(槙雪) 36.5X5.5 6246 93813098 

5963 和歌短冊(毎山出春) 36.1 X5.7 1695 93813099 

5964 和歌短冊(埋火) 36.4x6.0 裏「みや子J 5284 93813100 

5965 和歌短冊(盆蓮) 36.3X6.0 裏鉛筆書「正内J 1458 93813101 

5966 和歌短冊(盆栽) 36.3X6.0 6668 93813102 

5967 和歌短冊f北風胡馬・・'J 36.0x5.9 5990 93813103 

5968 和歌短冊(亡母廿五年忌・・・) 36.6X5.7 6850 93813104 

5969 和歌短冊「亡人の・・.J 36.2X5.5 4664 93813105 

5970 和歌短冊(豊太閤) 36.2x6.0 3376 93813106 

5971 和歌短冊「豊かなる・..J 36.1 X6.5 7057 93813107 

5972 和歌短冊(芳野山に花見に 35.6x5.0 3156 93813108 
まかりで)

5973 和歌短冊「法の雨・・'J 36.3X6.1 1761 93813109 

5974 和歌短冊(峯月) 36.5X5.4 「曾呂利新右衛門 ひろますJ 2121 93813110 

5975 和歌短冊(暮春惜花) 36.2x6.1 裏「廿H名三子J 2377 93813111 

5976 和歌短冊(返書恋) 36.2X5.4 裏「花暁子j 2018 93813112 
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5977 和歌短冊(聞法) 36.4X6.1 裏「六条口口口J鉛筆書「本派本願寺連枝 4352 93813113 
又碧水J

5978 和歌短冊(聞鐙口) 36.1 x5.4 裏「正親町公通卿J 2181 93813114 

5979 和歌短冊(聞郭公) 35.3x5.2 4291 93813115 

5980 和歌短冊『伏して思ひ・"J 36.3x6.0 7096 93813116 

5981 和歌短冊(風鈴口口口 36.4X5.5 3876 93813117 

5982 和歌短冊「風落ちし…j 36.3x6.0 2836 93813118 

5983 和歌短冊(風柳松雪) 36.3x6.1 3251 93813119 

5984 和歌短冊(風知秋) 36.7X5.9 裏「柏原正喜尼j 5306 93813120 

5985 和歌短冊「風清き…J 36.3x6.0 3878 93813121 

5986 和歌短冊「風さえて…j 36.3x6.0 1777 93813122 

5987 和歌短冊(風・・・) 36.5X6.0 5916 93813123 

5988 和歌短冊(富士の口口) 36.5x6.0 1867 93813124 

5989 和歌短冊「富山の・・'J 36.1 x6.0 裏鉛筆書『式亭三馬Jf清風三口と共ニ入手j 7120 93813125 
『本門倒立講Jf和四五、一二、一六J

5990 和歌短冊表・裏(神秋夕) 35.5X5.3 表裏和歌あり 2470 93813126 

5991 和歌短冊表「葉桜の…J 36.2x6.0 表裏和歌あり 4680 93813127 
-裏「花よりも…J

5992 和歌短冊表(千鳥)・裏 36.3x6.0 2402 93813128 
口蓮)

5993 和歌短冊表(秋のはつ風) 36.4x6.0 表裏歌あり 1598 93813129 
-裏「秋の…j

5994 和歌短冊表(山家子日)・ 36.0X5.9 短冊2枚貼り合わせ。(山家子日)裏「藤原直養 2476 93813130 
裏「口といへは…J 宇浩然号彼舎俗称西国庄三郎豊前小倉藩士安

政中為浪華邸監著者有万葉長歌格古事記集鮮
金石年表金石志北野茶曾記詠歌眼目神璽考四
天王寺口地根元考彼舎漫筆口共行口世](1口と
いへは…)裏「新樹妨月 西田直養小倉藩J

5995 和歌短冊「月すめる・・・j 36.2x5.9 2663 93813131 

5996 和歌短冊「なき人の・・・j 36.3x5.7 2242 93813132 

5997 和歌短冊「こむあきの・・・j 36.3x6.0 1898 93813133 

5998 和歌短冊にたひ紀の新国 36.4X6.l 表裏和歌あり 4706 93813134 
より坪井ふあんの君きた
りてまたほともなくかへ
るといふにわかれををし
みて)・裏(ふくさに亀の口
をした、めて坪井の君に
おくるとて)

5999 和歌短冊表r~ 、にしへの 36.4x6.0 裏表に和歌あり 2247 93813135 
…j・裏「ももしきゃ…J

6000 和歌短冊表「口口の聾 36.3x5.9 裏表に和歌あり 6053 93813136 
…J・裏「しら草の…J
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6001 和歌短冊「百とせを・.'J 36.3x6.0 2530 93813137 

6002 和歌短冊「百とせを・.'J 35.7X5.5 裏「柳子J 2512 93813138 

6003 和歌短冊「百しきの…J 36.1 X5.8 裏「令子出J 1781 93813139 

6004 和歌短冊(筆) 36.4X5.7 2898 93813140 

6005 和歌短冊(晩鐘遠聞) 36.3x6.0 裏「イ六=J 3070 93813141 

6006 和歌短冊「八束穂の・・・J 34.7x5.6 裏「方子J 2010 93813142 

6007 和歌短冊(八水引) 33.4X5.7 4707 93813143 

6008 和歌短冊「八十八夜・・・j 35.1 x5.6 2027 93813144 

6009 和歌短冊(萩風催涙) 35.4X5.4 3337 93813145 

6010 和歌短冊(萩風口夢) 36.1 X5.9 6327 93813146 

6011 和歌短冊(萩花藤風) 35.4x6.1 裏鉛筆書旧向町社六人部節口J 3561 93813147 

6012 和歌短冊(萩の枝を手口て 36.0X5.9 短冊横鉛筆書「敏女J 5309 93813148 
とむらはせ玉ひけるに)

6013 和歌短冊(萩) 34.4x5.2 2187 93813149 

6014 和歌短冊(梅風) 36.3x6.0 裏「はつ子j 2518 93813150 

6015 和歌短冊「梅津河・・.J 36.5X6.0 裏「ち口子J 6329 93813151 

6016 和歌短冊(梅香入簾) 36.2X6.0 裏鉛筆書 1399 93813152 

6017 和歌短冊(梅薫風) 36.3x6.0 1872 93813153 

6018 和歌短冊(梅花久芳) 35.8x5.8 3513 93813154 

6019 和歌短冊(梅雨中病床にあ 36.5X6.0 6873 93813155 
りて)

6020 和歌短冊「梅の花・・'J 36.3X6.0 2245 93813156 

6021 和歌短冊(梅) 36.4x6.0 2253 93813157 

6022 和歌短冊(梅) 36.6x6.6 裏f敦子J鉛筆書「税所初め春子n完和門カJ 2416 93813158 

6023 和歌短冊「波ょする・..J 36.0X5.6 2740 93813159 

6024 和歌短冊(納涼忘夏) 36.4x5.4 裏「たけ子J 0914 93813160 

6025 和歌短冊(納涼) 32.5x6.0 2051 93813161 

6026 和歌短冊(納涼) 35.7X5.9 3042 93813162 

6027 和歌短冊(納涼) 36.4x6.0 裏鉛筆書「五ノ三ノ内J 3077 93813163 

6028 和歌短冊(乃木神社の選宮 36.3X6.0 1906 93813164 
式に口列して)

6029 和歌短冊(乃木口口の・・・) 36.2X6.0 1894 93813165 

6030 和歌短冊旧出山) 36.1 x6.0 1976 93813166 

6031 和歌短冊旧口) 35.6X6.0 4703 93813167 
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6032 和歌短冊「廿日菊・・.J 36.3 x 5.4 2741 93B13168 

6033 和歌短冊(楠公) 35.6X6.0 1750 93B13169 

6034 和歌短冊(毒香移口) 35.4X5.5 1575 93B13170 

6035 和歌短冊(道泉漬岡老の・・・) 36.3X5.9 裏「伏原正二位宣明卿J鉛筆書「宣武ノ男、正三 6732 93B13171 
位、文久三、二、十四莞n院承仕兼御経蔵
漬岡道泉法印のことを見ゆ 天保六、五、十
七卒、年六十九J

6036 和歌短冊(動物) 34.4x5.4 2521 93B13172 

6037 和歌短冊(藤花ちる) 35.4x5.3 裏朱書「口龍氏口月尼j鉛筆書「桂帖J 5819 93B13173 

6038 和歌短冊(梼衣) 36.0x5.4 2541 93B13174 

6039 和歌短冊(桃) 36.1 X5.9 4633 93B13175 

6040 和歌短冊(桃) 36.4x6.0 裏「尾崎雅嘉J 1590 93B13176 

6041 和歌短冊(東宮妃御歌) 36.2x6.0 「故貫家n栗原信充(のぶみつ) 故貫家、屋代 1406 93B13177 
弘賢に園学を、柴野栗山に漢学を学号柳庵、
江戸人、幕府の家人著『甲宵圃式』等甚多し
明治三年十一月二十八日残年七十七Jと書か
れた紙あり (別の短冊のもの)

6042 和歌短冊(東宮御歌) 36.3x6.0 1666 93B13178 

6043 和歌短冊(冬恋) 36.2X6.0 裏「千種の花Jr慾Jr500J r三河吉田藩士大平 3108 93B13179 
門人中山弥助j印『撰歌J

6044 和歌短冊(冬タ) 35.9x6.0 裏「五百子J 5353 93B13180 

6045 和歌短冊(冬風) 36.3x6.0 6756 93B13181 

6046 和歌短冊(冬田) 35.6x5.9 2889 93B13182 

6047 和歌短冊(冬人事) 36.1 X5.9 4868 93B13183 

6048 和歌短冊(冬月) 35.9x5.8 裏「ちさ子j 5352 93B13184 

6049 和歌短冊f冬されは・..J 38.1 X5.7 裏「ゆふ子J 1302 93B13185 

6050 和歌短冊(冬口口曙) 35.0X6.0 裏鉛筆書『小林口口」 2212 93B13186 

6051 和歌短冊(都春雨) 36.3X6.0 7103 93B13187 

6052 和歌短冊(都月) 36.4X6.0 裏「やす子n中山みや子J 5283 93B13188 

6053 和歌短冊(都花) 36.0x5.3 0261 93B13189 

6054 和歌短冊(都のをちこちに 36.4x6.0 2028 93B13190 
すめるあ口ひとも…)

6055 和歌短冊(都におせ口時に 36.3x6.0 裏鉛筆書「五ノ三ノ内j 2433 93B13191 
よみ口る)

6056 和歌短冊「都なる・・.J 36.3X5.4 1799 93B13192 

6057 和歌短冊「渡鳥・・・」 36.3x6.0 1829 93B13193 

6058 和歌短冊(渡時鳥) 36.0X5.5 2510 93B13194 

6059 和歌短冊「塗りし煙草…j 35.9X6.0 裏「ふみ子」 2011 93B13195 
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

6060 和歌短冊佃柳) 37.4x6.0 裏「四J 1619 93813196 

6061 和歌短冊(田家路) 36.5x6.1 裏fその子J 3030 93813197 

6062 和歌短冊佃家朝) 36.2X6.1 2272 93813198 

6063 和歌短冊佃家朝) 36.2x6.0 2273 93813199 

6064 和歌短冊(田家朝) 36.3x6.0 2365 93813200 

6065 和歌短冊佃家春雨) 35.6x5.5 裏朱書f口月J鉛筆書f桂帖のうちJ 4314 93813201 

6066 和歌短冊佃家興) 35.8X6.0 裏「森孫六」 7168 93813202 

6067 和歌短冊「伝へきく…j 35.6x5.5 2006 93813203 

6068 和歌短冊(天長節をいはひ 35.0X5.8 裏f大阪児嶋千枝子J 2773 93813204 
奉りて)

6069 和歌短冊「天地に・・.J 36.3x6.0 裏『八代J鉛筆書「河内j 1990 93813205 

6070 和歌短冊(天照大神の・・・) 36.2x6.0 6173 93813206 

6071 和歌短冊I天照らす・..J 34.8x5.3 3441 93813207 

6072 和歌短冊f天の川・..J 36.2x6.0 裏「聴風折J 4119 93813208 

6073 和歌短冊(鉄柴初を祝ひて) 36.3x6.0 裏「花女J貼紙に「吉原今川大夫改花女J 1248 93813209 

6074 和歌短冊「笛の音に・..J 36.2X5.9 裏「河田景口J 5741 93813210 

6075 和歌短冊(庭梅) 35.5x5.5 裏「牧備中守妻喜子j 5359 93813211 

6076 和歌短冊(庭前月) 36.1x6.1 4640 93813212 

6077 和歌短冊(庭春雨) 36.4x6.0 裏『志津子J 2017 93813213 

6078 和歌短冊(定家口の水上の 36.4X6.0 6356 93813214 
雪といふ…)

6079 和歌短冊f鶴亀の・・.J 36.0x6.0 1756 93813215 

6080 和歌短冊(吊玉泡童女ー百 35.4x5.9 6379 93813216 
回遠思贈畑佐主人)

6081 和歌短冊(蔦紅葉) 36.0x6.1 6063 93813217 

6082 和歌短冊(蔦紅葉) 36.1 x6.0 裏鉛筆書「九口Jf黒田軍治Jf今十三ノ内J 2045 93813218 

6083 和歌短冊(追善) 36.4x6.0 5550 93813219 

6084 和歌短冊(迫初腐) 36.3x5.7 裏「ふち子J 5351 93813220 

6085 和歌短冊(津乃殿の五十賀 36.1 X5.7 裏『江戸本町二丁目 岡本口J 1655 93813221 
口口

6086 和歌短冊『長閑にも…j 36.6X5.5 裏「融』 1305 93813222 

6087 和歌短冊「長らへば・・・j 36.0x6.1 3871 93813223 

6088 和歌短冊(蝶) 36.0X5.9 1836 93813224 

6089 和歌短冊(蝶) 36.2x6.0 裏紙貼付「広島豚口口口沼隅郡津之郷村 山 1769 93813225 
崎口口J
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6090 和歌短冊(眺望) 35.7X5.8 裏「十四j 1936 93813226 

6091 和歌短冊「朝日さす・.J 36.9X5.7 5973 93813227 

6092 和歌短冊「朝東風の・・・j 36.2X6.0 1778 93813228 

6093 和歌短冊(朝時雨) 36.3x6.0 6182 93813229 

6094 和歌短冊I朝ほらけ…J 36.4X5.8 裏「竹内殿良恕j 5159 93813230 

6095 和歌短冊「朝な夕な・・・」 36.3X6.0 3910 93813231 

6096 和歌短冊「朝かをの・・・j 35.7x6.1 7214 93813232 

6097 和歌短冊「朝かすみ・"J 36.3x5.5 2251 93813233 

6098 和歌短冊(虫聾口 36.3x6.0 7141 93813234 

6099 和歌短冊(虫) 36.6x6.0 裏「三屋j鉛筆書「中山三屋子Jr口口門Jr明治 2413 
七三十三才J

6100 和歌短冊(虫) 36.7X5.9 裏「守口J 2930 93813236 

6101 和歌短冊「中々に…j 36.4x6.0 0514 93813237 

6102 和歌短冊「中々 に・・'J 36.0x6.0 4685 93813238 

6103 和歌短冊(竹風口琴) 36.4X6.0 2894 93813239 

6104 和歌短冊(竹内氏の白萩を 35.0X5.9 裏「信性J 2899 93813240 
み侍りて)

6105 和歌短冊(竹亭の菊花を見 36.3x6.1 5583 93813241 
て)

6106 和歌短冊(竹) 34.3X5.7 2788 93813242 

6107 和歌短冊(竹) 36.4X5.4 裏「飛鳥井殿雅光卿女正子自詠歌筆J 1285 93813243 

6108 和歌短冊「蜘由来の糸に・"J 36.3x6.0 6618 93813244 

6109 和歌短冊「池水の・・.J 36.4X6.0 付紙「赤松連城 明治大正ニ活躍シタ西本願 2137 93813245 
寺ノ僧徳山臆得寺住職大正八年七十九残
著多シj裏朱印「祇圏中村口J

6110 和歌短冊「池の面に一 J 36.4X5.4 裏「信子j 1292 93813246 

6111 和歌短冊「地獄口て・・・j 36.3x6.1 裏鉛筆書「山本の内口j 4081 

6112 和歌短冊(知身忍恋) 37.9X5.5 6521 93813248 

6113 和歌短冊(男女舟にのりて 36.0X5.5 6958 93813249 
遊ふ)

6114 和歌短冊(弾楢蔭君口折句 36.4X6.0 4101 93813250 
にして…)

6115 和歌短冊「炭竃・・・j 36.3X6目。 7095 93813251 

6116 和歌短冊「谷水の・・.J 36.3x6.1 4246 93813252 

6117 和歌短冊(諾緑恋) 36目4X6目O 6291 93813253 

6118 和歌短冊(瀧水) 35.9x6.0 6103 93813254 
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

6119 和歌短冊(瀧水) 36.1 x5.6 裏「直子j 1301 93813255 

6120 和歌短冊(滝月) 36.2X6.0 裏「のちせJ 0020 93813256 

6121 和歌短冊(題六口口を玉河 36.1 X6.0 2924 93813257 
の地名)

6122 和歌短冊(題新樹) 35.7X5.5 裏鉛筆書「桔IIIISJ 1876 93813258 

6123 和歌短冊(第九露稲葉に朝 35.5x6.0 裏「さち子J 2513 93813259 
風…)

6124 和歌短冊(大槻大人を募ふ) 36.4X6.0 裏鉛筆書「口十二ノ内J 1622 93813260 

6125 和歌短冊(大津旅中口口口1 36.7X6.0 裏「と口子」 6328 93813261 

6126 和歌短冊(大星天) 36.4X6.0 6181 93813262 

6127 和歌短冊「大御代は-・・j 36.4X6.0 裏鉛筆書I福田行誠芝増上寺七十一世晋 5648 93813263 
阿ト号ス和歌ヲヨクス 明治四年五十九、
廿一、四、廿五叙、年八十三Jr [姓名]福田
行誠[残]明治廿一(一八八八)年四月廿五日
(八コ)J

6128 和歌短冊「大井川'''J 36.4X6目。 2264 93813264 

6129 和歌短冊「大ひえの・"J 35.0X5.9 裏鉛筆書「口口口勤王家渡辺誠次郎Jf口 1650 93813265 
ノ門j

6130 和歌短冊「大きみの・・・j 35.7x5.9 1740 93813266 

6131 和歌短冊(大口御座口の御 36.6X5.9 裏「堀織部口主J 3628 93813267 
棟あげにつかふ戸}l1きり
といふ扇のゑによみて)

6132 和歌短冊(苔) 36.4X5.4 裏「飛鳥井殿雅久卿簾中泰子自詠筆」 1271 93813268 

6133 和歌短冊(待恋) 36.6X5.5 裏「ゆふ子j 1304 93813269 

6134 和歌短冊(待恋) 36.2x6.1 裏鉛筆書「僧字国健口 日向町の人或は御 4338 93813270 
室の僧カリ

6135 和歌短冊(待不懐恋) 36.0X5.9 裏旧下回口口上州館林ノ人京部の門の 1738 93813271 
寄人明治二十三年七十七J

6136 和歌短冊(待月や虫口) 36.0 x 5.9 裏「八十j 1908 93813272 

6137 和歌短冊(待郭公) 36.0X5.4 裏「洛陽四係寺町大雲院開山J 3298 93813273 

6138 和歌短冊(待花) 35.4X6.0 裏「上保田鶴子j 5358 93813274 

6139 和歌短冊(待鴬) 36.3X6.0 裏「藤口浅口口Jf[姓名]藤沢浅次郎五十 3198 93813275 
二才[生]慶応二年[残]大正六年二月三
日j

6140 和歌短冊「待となく…J 35.9x6.0 裏「栗田在江戸口口門」鉛筆書「新藤千尋 6277 93813276 
の弟j

6141 和歌短冊「待いてて…J 36.5X6.0 2257 93813277 

6142 和歌短冊「打口する一」 36.2X6.0 裏「三代子J 2498 93813278 

6143 和歌短冊(太万) 36.3x6.0 裏鉛筆書「名十六内J 5559 93813279 
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6144 和歌短冊(他力の口をよめ 33.5X5.5 2835 93813280 

ば)

6145 和歌短冊(村野山人・・・) 36.3X6.0 1896 93813281 

6146 和歌短冊(霜月朔日神ノ前 36.3X6.0 1631 93813282 
にて)

6147 和歌短冊「霜むすふ・"J 35.5x5.3 裏「関戸口太郎j 6431 93813283 

6148 和歌短冊「霜むすふ・・・j 36.1 x6.1 裏 r~ 、しJ 1316 93813284 

6149 和歌短冊「霜はたひ'''J 36.2X6.0 裏「はた口太夫J 5289 93813285 

6150 和歌短冊(送別) 36.5X6.1 7245 93813286 

6151 和歌短冊(送鶴口口) 36.2x6.1 裏「大正二年十月j 6281 93813287 

6152 和歌短冊「草枕・・・j 36.5X6.0 2266 93813288 

6153 和歌短冊(草口青) 36.4x6.0 6185 93813289 

6154 和歌短冊(窓燈) 36.3x6.2 裏鉛筆書「本願寺のJ 4354 93813290 

6155 和歌短冊(早鴬) 35.9X5.9 裏「三州l子J 5330 93813291 

6156 和歌短冊(早苗多) 34.4X 5.4 4121 93813292 

6157 和歌短冊(早苗多) 36.5x6.0 裏「みや子」 5282 93813293 

6158 和歌短冊(早苗月) 35.1 X5.2 裏「備中倉敷水深邦綱」鉛筆書「文政三、九、 6152 93813294 
廿五残、世四(短冊口興十一、四一頁参照)J

6159 和歌短冊(前中納言の君の 35.9x5.2 裏「前中納言持豊卿のこと也J 6303 93813295 
口口口を祝ひ奉りて)

6160 和歌短冊(泉声夜涼) 36.2x5.7 裏「正寿j 5308 93813296 

6161 和歌短冊(扇風秋追) 36.4X5.8 4636 93813297 

6162 和歌短冊(扇) 36.5X6.1 2520 93813298 

6163 和歌短冊r"l水の・"J 36.4X6.0 裳紙貼付「香蘭棲縁木太夫J又「縁木太夫 1266 93813299 
江戸吉原香蘭棲の妓女Jr香蘭棲縁木太夫J

6164 和歌短冊(111玉藻) 30.6x5.3 4582 93813300 

6165 和歌短冊(111花火) 36.2x6.0 4599 93813301 

6166 和歌短冊(千鳥口口 36.2X6.1 2035 93813302 

6167 和歌短冊(千鳥) 36.5X5.5 5589 93813303 

6168 和歌短冊(千鳥) 35.6x6.0 裏鉛筆書「文化七、二、九、町二Jr六」 3280 93813304 

6169 和歌短冊「仙人も…j 36.4x6.0 2830 93813305 

6170 和歌短冊「仙人の・・.J 36.4X5.4 1800 93813306 

6171 和歌短冊(蝉声秋近) 35.1 X5.4 裏「多慶子j 0915 93813307 

6172 和歌短冊(雪中竹) 36.2X6.0 7049 93813308 

6173 和歌短附(雪中早梅) 36.2X6.0 裏朱書「小出口寄人門人J鉛筆書「美濃国関町 6589 93813309 
深川水口氏歌人Jf明治十八年勅題」
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6174 和歌短冊(雪中千鳥) 36.2x5.8 7081 93B1331O 

6175 和歌短冊(雪中松) 35.7X5.1 6584 93B13311 

6176 和歌短冊(雪中若菜) 36.1 X5.8 裏鉛筆書「西廿ノ内J 5586 93B13312 

6177 和歌短冊(雪消山色静) 36.2 X6.0 6168 93B13313 

6178 和歌短冊(雪) 36.2x6.0 3868 93B13314 

6179 和歌短冊(雪) 36.5X5.5 裏「やす子J 5275 93B13315 

6180 和歌短冊(雪) 36.1 X6.0 裏「花山院侍 問中太宰大典J鉛筆書「口口J 1664 93B13316 

6181 和歌短冊(折菊) 37.0x5.5 3137 93B13317 

6182 和歌短冊(石間氷) 35.7x5.8 裏鉛筆書「女帖よりJ 1892 93B13318 

6183 和歌短冊「昔人"'J 36.4x6.0 裏f須賀宝社中 大八木万左口J鉛筆書「大八 6793 93B13319 
木正太郎J

6184 和歌短冊(惜名口 36.0X5.9 6426 93B13320 

6185 和歌短冊(静勝熱) 36.2x5.9 2292 93B13321 

6186 和歌短冊(静御前のまつる 35.9x6.0 7372 93B13322 
かたに)

6187 和歌短冊I静なる・・.J 36.3x6.0 2406 93B13323 

6188 和歌短冊(青恋) 35.7x6.0 短冊横鉛筆書「正喜J 5301 93B13324 

6189 和歌短冊(青柳風静) 35.8x5.3 裏「上仙口橡妻陸奥(ミチヲク) 口(テル)子j 2919 93B13325 

6190 和歌短冊(西寺の古尾をめ 35.7X5.4 裏「山本官減J鉛筆書「五ノ三ノ内j 1583 93B13326 
つる人のうた)

6191 和歌短冊(正月朔日立春な 37.0x6.0 裏「松本口口J 3076 93B13327 
るに・・・)

6192 和歌短冊「晴聞なく…J 36.3X5.7 裏「陣女J 1241 93B13328 

6193 和歌短冊(政)0 36.1 X5.3 裏f中山琴主」 5209 93B13329 

6194 和歌短冊「世渡りの…J 36.0X6.0 裏「三輸貞信J 5315 93B13330 

6195 和歌短冊「世はかくも…J 36.4x6.0 6371 93B13331 

6196 和歌短冊(世に昼顔といふ 36.2x6.0 鉛筆書「釈日善J 3270 93B13332 
もの口口)

6197 和歌短冊 f世に知らぬ…J 36.3x6.1 裏「千枝子J鉛筆書「香習尼J 0879 93B13333 
ワp

6198 和歌短冊(水港柳) 36.3X6.0 2125 93B13334 

6199 和歌短冊(水遊柳) 35.8X5.9 5380 93B13335 

6200 和歌短冊(水泡柳) 35.9X5.6 裏「篤子J 2527 93B13336 

6201 和歌短冊(水辺紅葉) 35.7X5.9 裏鉛筆書「文久三n十一J 3163 93B13337 

6202 和歌短冊f水鳥の・・.J 36.2X6.0 1766 93B13338 

6203 和歌短冊「水鳥の・・.J 37.8X5.5 裏「えむ女J 1324 93B13339 
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6204 和歌短冊(水郷春望) 36.1 x5.5 5348 93813340 

6205 和歌短冊(水をへたですし 36.1 X5.8 裏鉛筆書「不明J 5623 93813341 
て・・・)

6206 和歌短冊f吹風に・・.J 34.6 x 5.4 裏「そ口めj紙貼付f口外口口章あキラJ 2610 93813342 

6207 和歌短冊f吹はらふ・"J 36.2x5.0 3482 93813343 

6208 和歌短冊「吹く風に…j 28.5X4.9 裏「尭子J 2768 93813344 

6209 和歌短冊「吹かぜも・・・J 36.4X6.0 2891 93813345 

6210 和歌短冊(陣営月) 36.3x6.0 3094 93813346 

6211 和歌短冊「人待と…J 36.5x5.7 裏鉛筆書『荒木孝向刻 2628 93813347 

6212 和歌短冊「人の親と…j 36.2X5.5 5963 93813348 

6213 和歌短冊(人のこぬ日そい 36.3x6.0 裏「西村茂忠号舎口堂京都人和学者 4276 93813349 
つもはるなれときこえけ 扇の記を著すJ鉛筆書「寛政九、十二、八、七
れハ) 十J

6214 和歌短冊「人ならば…」 36.2x6.0 裏鉛筆書「女帖よりj 1891 93813350 

6215 和歌短冊(神戸見物の・・・) 33.8x6.1 4702 93813351 

6216 和歌短冊『神戸なる・"J 36.2X6.2 1765 93813352 

6217 和歌短冊『神垣に・・'J 36.0X5.8 6611 93813353 

6218 和歌短冊(真木まゆみぬし 35.5X6.1 裏鉛筆書「口口折句 まきまゆみH口十三ノ 4088 93813354 
の…) 内J

6219 和歌短冊(深夜郭公) 36.1 X5.9 7074 93813355 

6220 和歌短冊(深山泉) 36.5x6.0 2348 93813356 

6221 和歌短冊(深山春) 35.9x6.3 6445 93813357 

6222 和歌短冊「深き夜の・"J 32.3x5.9 裏「連寄師宗道兼載」 5150 93813358 

6223 和歌短冊(新年梅) 36.2X6.0 7022 93813359 

6224 和歌短冊(新年雪) 36.2x5.9 6216 93813360 

6225 和歌短冊(新年松) 36.1 x6.1 2153 93813361 

6226 和歌短冊(新年山) 36.3x6.0 4087 93813362 

6227 和歌短冊(新年宴) 36.1 X5.9 裏「三輪貞信J 6333 93813363 

6228 和歌短冊(新竹) 35.8x5.5 2023 93813364 

6229 和歌短冊(新竹) 36.4X6.0 3907 93813365 

6230 和歌短冊(新宅をこ口ほき 36.3x6.1 2471 93813366 
て)

6231 和歌短冊(新席を祝してよ 36.0X6.0 2468 93813367 
める)

6232 和歌短冊(新松雨) 36.4X6.0 2890 93813368 

6233 和歌短冊(新樹霞) 35.2X4.9 裏紙貼付「連歌師等恵H連歌師夏木口ちJ 2081 93813369 
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番号 名 称 署名 法量 f蔚 考 整理番号 備品番号

6234 和歌短冊(新樹) 36.4X6.0 裏「二屋J 5287 93813370 

6235 和歌短冊(新樹) 36.1 X6.1 裏「大坂滋口j 4544 93813371 

6236 和歌短冊(新室口口) 36.4X6.0 2441 93813372 

6237 和歌短冊「新しき…」 36.4X6.0 3509 93813373 

6238 和歌短冊「心あてに・ooJ 35.2 X 5.8 裏「信子j 1277 93813374 

6239 和歌短冊「植置て・・.J 36.1 X5.5 裏「堀川柳子上」 1332 93813375 

6240 和歌短冊(松藤) 35.6X6.2 6386 93813376 

6241 和歌短冊(松上鴬) 36.2X6.0 裏鉛筆書「高樹院口郷J 1789 93813377 

6242 和歌短冊(松樹契千年) 36.4X6.0 2882 93813378 

6243 和歌短冊(松間鴬) 36.1 X6.0 裏「中島康行 島原多比良村、植木氏の口口、 2651 93813379 
口口、肥後の長瀬良幸に図学を修むのち、中
島慶足長崎に在るに就きて撃ぴ、その養子と

なる虞足、大阪に去るに及ぴ、之を継ぎて子
弟を教ふ長崎l孫神道分局長、皇典研究所長等
を歴勤し明治二十八年諏訪神社宮司に任ぜら

れるJ

6244 和歌短冊(松下水) 37.1 X5.5 裏鉛筆書「正親町公明j 2344 93813380 

6245 和歌短冊「松ヶ世の…j 37.7X6.0 6211 93813381 

6246 和歌短冊(松口月) 36.0X5.9 裏「一条口子j 6362 93813382 

6247 和歌短冊(松口口水) 36.2x6.0 裏鉛筆書「土帖J 2689 

6248 和歌短冊(松) 36.0X5.9 6688 93813384 

6249 和歌短冊(松) 36.4X6.0 2837 93813385 

6250 和歌短冊(松) 36.4X5.4 裏「飛鳥井左衛門督雅光卿女繁子白詠筆J 1286 

6251 和歌短冊(昭和九・・・) 36.2X6.0 裏鉛筆書「平松口口尼宝満寺門口先住jfXJ 1944 93813387 

6252 和歌短冊「小夜深く…j 35.9X5.4 裏I信子j 1294 93813388 

6253 和歌短冊(小鷹狩) 34.6X5.2 2855 93813389 

6254 和歌短冊(除夜) 36.6X6.0 7252 93813390 

6255 和歌短冊(暢鴬) 35.9X5.9 裏「口知子J 4691 93813391 

6256 和歌短冊(初腐) 35.2X5.8 裏「信子J 1293 93813392 

6257 和歌短冊(初檎風) 36.3x5.6 2739 93813393 

6258 和歌短冊(初年も…) 36.0X5.4 裏「空口建仁寺j鉛筆書「正十七ノ内J 1998 93813394 

6259 和歌短冊(初冬時雨) 35.3x6.1 1657 93813395 

6260 和歌短冊(初冬山風) 36.4X6.0 3323 93813396 

6261 和歌短冊(初雪) 36.3x6目l 6743 93813397 

6262 和歌短冊(初春祝路) 35.5X5.5 2129 93813398 

6263 和歌短冊(初春時雨) 35.6X6.0 6159 93813399 
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

6264 和歌短冊(初春霞) 36.0X5.6 裏鉛筆書「閑院宮実仁親王文政冗、十、六 6157 93813400 
莞J

6265 和歌短冊(初春・・.) 36.2 x6.0 5658 93813401 

6266 和歌短冊(初秋風) 36.1 X5.7 2565 93813402 

6267 和歌短冊(初秋月) 36.4X5.6 5844 93813403 

6268 和歌短冊(初秋) 36.7x6.0 短冊横「萩枝太夫j裏「はきえj 5288 93813404 

6269 和歌短冊(初霞) 36.6x6.0 裏「貞信J鉛筆書「三輪貞信Jr JII口内J 2412 93813405 

6270 和歌短冊(初日恋) 36.3X6.1 裏鉛筆書「東二n五/口J 1735 93813406 

6271 和歌短冊(初口祝日遍) 36.5x6.0 裏「備中笠岡関口助J鉛筆書「歌人n政方 万 2351 93813407 
延二勤王家年七八n儒学者、古醤口家、
擦夷論者n珍J

6272 和歌短冊(初日) 36.1 X5.8 裏「昭和六年十月昧j 1885 93813408 

6273 和歌短冊(春柳風静) 36.6X6.0 裏「やす子n蓮月門人 中山みや子n三屋j 5280 93813409 

6274 和歌短冊(春夢) 36.3x6.0 裏I大阪府北河内郡津田村南耕倍J 1835 93813410 

6275 和歌短冊「春風の・・.J 35.6X5.9 裏「佐久間種次郎果園 秋山光彪ノ門人也」鉛 5996 93813411 
筆書「万葉ノ古口ヲヨクスJ朱書「佐久間」

6276 和歌短冊(春畑) 35.4X5.1 6469 93813412 

6277 和歌短冊(春日遅) 36.5x6.1 6647 93813413 

6278 和歌短冊(春草口) 36.4x6.0 2776 93813414 

6279 和歌短冊(春草) 35.8x6.0 裏「口子J 1591 93813415 

6280 和歌短冊(春仙家) 36.2x5.9 4334 93813416 

6281 和歌短冊(春雪) 36.3x6.0 6021 93813417 

6282 和歌短冊(春雪) 36.5x6.0 2881 

6283 和歌短冊「春深み・"J 36.4x6.0 裏鉛筆書「村田嘉言J 1963 93813419 

6284 和歌短冊(春松) 36.4X6.1 裏「平安国学富某J 6092 93813420 

6285 和歌短冊(春闘 36.4x6.1 1556 93813421 

6286 和歌短冊(春祝賀) 36.0X5.3 3880 93813422 

6287 和歌短冊(春後思花) 36.3x6.1 裏「十四童女みや子」 5399 93813423 

6288 和歌短冊(春月) 36.4x6.0 6238 93813424 

6289 和歌短冊(春月) 34.9x5目l裏「土州口中堀内 6546 93813425 

6290 和歌短冊「春はまっ…j 36.3X5.7 2254 93813426 

6291 和歌短冊(春のすえ嵯峨に 36.3x6.0 裏「杉孫七郎作歌J 7155 93813427 
ゆきて)

6292 和歌短冊「春さめの…」 35.0x5.4 裏「恵薫」 1283 93813428 

6293 和歌短冊「春くれは…J 37.7X6.0 6208 93813429 
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6294 和歌短冊「春くれは…J 36.0X5.4 2289 93B13430 

6295 和歌短冊「春かすみ...J 38.3x6.4 裏「久J 1252 93B13431 

6296 和歌短冊(春日地) 35.5x6.3 2563 93B13432 

6297 和歌短冊(春口) 36.0X5.4 裏「十日n千口」鉛筆書「常光院口康公元、六 3285 93B13433 
十五J紙貼付「口口別当三口J

6298 和歌短冊(述懐依人) 35.3x5.2 裏「元政J紙貼付「題之四字計り元政j 3188 93B13434 

6299 和歌短冊(述懐) 36.2x6.0 6862 93B13435 

6300 和歌短冊(述懐) 35.8x6.0 裏「桂園門柏屋正義尼J 5303 93B13436 

6301 和歌短冊(述懐) 35.7x6.0 裏「鳥取歌人J 1857 93B13437 

6302 和歌短冊(祝言) 37.1 x5.6 裏「天明二寅年六月廿一日 当座J鉛筆書 4422 93B13438 
「内山賀邸天明八、十一、九残、年一四J

6303 和歌短冊(祝) 35.6X6.0 6654 

6304 和歌短冊(祝) 36.5x5.4 裏「柏屋正喜尼J 5300 93B13440 

6305 和歌短冊「宿近く・・・」 36.5X6.1 裏鉛筆書「口大隈言道」 1980 93BI3441 I 

6306 和歌短冊(重陽宴) 36.1 X6.0 6165 93B 1 3442 

6307 和歌短冊(重陽宴) 34.3X6.0 6183 93B13443 

6308 和歌短冊(十圏炭) 33.4x6.0 4704 93B13444 

6309 和歌短冊(十二月十日・・・) 36.0X5.7 裏「花山院{寺 田中太宰大典J 2352 93BI3445 I 

6310 和歌短冊(十四O年の元旦 35.8x6.0 7090 93BI3446 

6311 和歌短冊(十三夜) 35.6x5.7 裏f秀子J 5349 93B13447 

6312 和歌短冊(十五夜月) 36.7x5.8 裏鉛筆書「不n思口口内J 4106 93B13448 

6313 和歌短冊「十とせ余り…J 35.3x5.7 2262 93BI3449 

6314 和歌短冊(舟中月) 35.7x5.4 5677 93B13450 

6315 和歌短冊(終日封泉) 36.2x6.0 裏「しの子J 2514 93B13451 

6316 和歌短冊(終日封泉) 36.3x6目。 裏「っき子J 2743 93B13452 

6317 和歌短冊(終日口口) 36.2x6.0 2463 93B13453 

6318 和歌短冊(終口封泉) 36.1 X5.7 裏「みつ子j 2026 93B13454 

6319 和歌短冊(秋忘恋) 34.9X5.3 裏「長野美波留(みはる) 江戸の人、姓は藤原、 3148 93B13455 
通称七郎名は=晴麻生園と号す初め大村光枝
に撃ぴ、のち塙保己ーの門に入る学問該博に
して『百人一首抄.1 r徴古園録.1 r豚居雑録標
註.1 r高葉某類句』等の著あり文政五年四月
三月残年四十八n思廿五ノ内J

6320 和歌短冊「秋雰ハ・・.J 38.2X5.8 裏 r~ 、し」 1237 93B13456 

6321 和歌短冊「秋雰の・・.J 35.9x5.4 裏 r~ 、そJ 1309 93B13457 

6322 和歌短冊(秋思) 35.5x5.4 裏「四条寺町下ル春長寺僧J 4340 93B13458 
，---
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6323 和歌短冊(秋雨) 36.4X6.1 裏鉛筆書「十二Jrメ六、九、廿五J 4219 93813459 

6324 和歌短冊「秋をへて・"J 36.5X5.4 裏「ゆふ」 1288 93813460 

6325 和歌短冊「秋のよの・"J 35.9X5.9 裏「口子J 5370 93813461 

6326 和歌短冊(秋のいはひ) 36.4x6.1 裏「あ口子J 3922 93813462 

6327 和歌短冊「秋ながら…J 35.5x5.4 裏「さん子j 2755 93813463 

6328 和歌短冊「秋といへハ…j 36.6x6.0 裏「芳子j 1321 93813464 

6329 和歌短冊「秋きりの…J 35.9x5.4 1993 93813465 

6330 和歌短冊「秋かりの…J 38.4x5.6 裏「ゆふ子J 1306 93813466 

6331 和歌短冊(秋口松) 34.5X5.8 5564 93813467 

6332 和歌短冊(宗福寺・・.) 30.1 x 5.7 6200 93813468 

6333 和歌短冊(樹陰蛍) 36.3x6.0 7142 93813469 

6334 和歌短冊(首夏郭公) 35.8x5.5 裏「四月j 6311 93813470 

6335 和歌短冊(首夏) 35.7X5.9 裳「入江弘毅(後に中村と訂正)J鉛筆書「新斎と 6473 93813471 
号、世孝の父字は 京都の儒者、文政の平
安人物誌に見ゆ、明治廿九年京都に残、年八
十=、コノ方説ナルナシ 『名家墳墓飾』、
天保五年二月四日残Jf[姓名]中村新粛(シ汁
イ) 儒者[没]天保五年二月四日」

6336 和歌短冊(酒) 36.3x6.1 4093 93813472 

6337 和歌短冊(種々の美菊をと 36.2X5.9 6280 93813473 
りあわせ著口たる瓶に植
られけれは)

6338 和歌短冊「手向して…」 35.3x5.7 2268 93813474 

6339 和歌短冊(手向) 36.4X5.6 裏「四十一年五口五十七日志つ子J 2622 93813475 

6340 和歌短冊「寂照の・・ J 36.3x5.4 0121 

6341 和歌短冊(若菜) 36.1 x6目O 5292 93813477 

6342 和歌短冊(社頭梅) 36.5x6.2 裏f高口寺天満宮乃百五十年口口の手向に建 2357 93813478 
仁清住禅口乃勧進、鉛筆書「文久二、二、七
十九J

6343 和歌短冊(社頭鶏) 36.4X 5.4 裏「小西業廃母J 5363 93813479 

6344 和歌短冊(社頭暁) 36目1x6.0 裏「昭和四年口井源次郎J 4473 93813480 

6345 和歌短冊「捨てらる、 j 36.2 X6.0 5622 93813481 

6346 和歌短冊「写真みて・"J 36.2X6.0 6397 93813482 

6347 和歌短冊(舎生取義) 36.2X6.1 裏「薫子J 6670 93813483 

6348 和歌短冊「柴日井戸・・・j 36.2X6.0 2878 93813484 

6349 和歌短冊「七夕の・・.J 32.5X5.7 4591 93813485 

6350 和歌短冊「七夕口".J 32.8X6.1 4594 93813486 
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6351 和歌短冊(七夕) 36.6x5.7 裏鉛筆書『勝成大橋長庚門J 2769 93813487 

6352 和歌短冊(七夕) 36.4X6.1 裏朱書「六角二子J 2523 93813488 

6353 和歌短冊「七十は・・.J 36.5x6.0 裏「野村j 2493 93813489 

6354 和歌短冊(時雨) 36.4X5.2 1581 93813490 

6355 和歌短冊「時めきて・..J 36.3X6.1 裏「六J 5571 93813491 

6356 和歌短冊(時に・・・) 36.8x6.1 裏「大坂府J 5988 93813492 

6357 和歌短冊f時きぬと…J 35.7x5.4 裏「利子J 5295 93813493 

6358 和歌短冊(試筆) 36.2X5.5 2771 93813494 

6359 和歌短冊「糸による…J 36.3X6.0 2880 93813495 

6360 和歌短冊「枝毎に・・.J 36.2X6.0 裏「光子J 2666 93813496 

6361 和歌短冊(思二人恋) 36.3x6.0 6019 93813497 

6362 和歌短冊(思花立耳帥 36.0x6.1 6847 93813498 

6363 和歌短冊f思ひはつる・..J 36.3X6.0 2260 93813499 

6364 和歌短冊『思ひでる・・・j 36.1 X5.l 裏「寿仙J 2506 93813500 

6365 和歌短冊「恩ひそめし・.'J 36.3x5.9 裏鉛筆書「口帖Jr六J 1805 93813501 

6366 和歌短冊(思) 36.6x6.0 裏「十六n栄子J 2980 93813502 

6367 和歌短冊(志賀山口) 36.1 X6.0 裏I奥田千衣子」 5269 93813503 

6368 和歌短冊(市郭公) 36.3X6.0 裏I尾張町町人千葉口口j 4303 93813504 

6369 和歌短冊(市) 36.4x6.0 3867 93813505 

6370 和歌短冊(残菊) 36.2x6.0 裏鉛筆書『船曳餓門石主J 6138 93813506 

6371 和歌短冊「暫の・・・J 35.8X6.4 7052 93813507 

6372 和歌短冊(山路秋行) 36.3x6.0 6091 93813508 

6373 和歌短冊「山風に・・.J 36.9X5.5 裏f十二月n信子」 1295 93813509 

6374 和歌短冊(山村御口へうつ 35.8X6.0 2621 93813510 
り口ふをいわひ侍りて)

6375 和歌短冊(山川君のこたひ 36.2X6.0 裏も同じ歌あり 4267 93813511 
文字の師を二たひ口さと
しののふを祝して)

6376 和歌短冊(山吹) 35.4X5.9 6583 93813512 

6377 和歌短冊(山初冬) 36.1 X5.5 裏「昌子j 5357 93813513 

6378 和歌短冊(山初雪) 36.3x6.1 2902 93813514 

6379 和歌短冊(山初雪) 36.7X5.5 4856 93813515 

6380 和歌短冊(山月) 36.0X6.1 2064 93813516 

6381 和歌短冊(山家門) 36.0X6.0 7123 93813517 
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6382 和歌短冊(山家朝) 36.0X6.0 裏「千枝子」 5262 93813518 

6383 和歌短冊(山家秋タ) 36.2x6.0 裏「江戸J鉛筆書「桂J 3348 93813519 

6384 和歌短冊(山家月) 36.0X5.8 2615 93813520 

6385 和歌短冊(山家鴬) 35.5X5.6 1807 93813521 

6386 和歌短冊(山家) 36.7x6.0 3869 93813522 I 

6387 和歌短冊『山のはハ・"J 33.8x6.1 1798 93813523 I 

6388 和歌短冊『山さるの・日J 36.3X6.0 2925 93813524 

6389 和歌短冊(山口口 35.9X6.0 裏鉛筆書Iメ廿七、五、残Jr古賀j 1733 93813525 

6390 和歌短冊(山口) 36.1x6.1 5836 93813526 

6391 和歌短冊「三千とせの・"J 31.6X5.7 裏鉛筆書「宗ノ内j 5864 93813527 I 

6392 和歌短冊「三十あまり…J 36.3X6.0 5656 93813528 

6393 和歌短冊(三月のはてに・・・) 35.6X5.9 r [姓名]二川相近(ふたかはすけちか) 勤王、 5884 93813529 
学者、書{生](一七六七)年[残]天保七(一
八三六)年九月二七日(七0)[称号]号松陰
[住所]福岡藩士[流派]門人に大隈言道・
望東尼等有名[其他]書をよくした 今様集
『鴨の羽がき~ J 

6394 和歌短冊(三口の福を) 36.2x6.0 6375 93813530 

6395 和歌短冊「笹の葉に・・・j 36.4x6.0 1298 93813531 

6396 和歌短冊(桜) 36.3x6.0 裏「美知子J 2912 93813532 

6397 和歌短冊(崎春闘 31.2 X5.2 5105 93813533 

6398 和歌短冊「咲梅の・・'J 36.3x6.0 1602 93813534 

6399 和歌短冊「咲出て・・'J 36.0X5.3 6872 93813535 I 

6400 和歌短冊「咲花は・・'J 36.4X5.9 2508 93813536 

6401 和歌短冊「咲そめし…J 36.3X6.0 2258 93813537 

6402 和歌短冊(歳暮松) 36.5X6.0 裳「みや子j 5285 93813538 

6403 和歌短冊(歳B) 36.3x6.0 6736 93813539 

6404 和歌短冊(歳書惜春) 35.8X5.7 0897 93813540 

6405 和歌短冊(歳思)(歳暮)(年内 35.8x5.8 3首裏『山家口J 3442 93813541 
立春)

6406 和歌短冊(歳口道中) 35.9x5.9 裏「山本口八十八人の内j 3130 93813542 

6407 和歌短冊(歳口市) 36.2X6.0 2331 93813543 

6408 和歌短冊「今よりは…」 36.3x6.0 2267 93813544 

6409 和歌短冊(獄中にしてよめ 36.2 X6.1 6022 93813545 
る)

6410 和歌短冊(獄中口月) 36.4x6.0 1889 93813546 
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6411 和歌短冊(高雄のもみちを 36.3x5.9 0758 93813547 
のぞみて)

6412 和歌短冊(高野奥院にて) 36.1 X5.1 裏「庚午五細川殿玄口口口J 3283 93813548 

6413 和歌短冊f高砂の・・'J 33.3X4.9 鉛筆書「十市遠忠j 4892 93813549 

6414 和歌短冊「高みくら…J 36.3x6.0 2744 93813550 

6415 和歌短冊(高口山の紅葉を 35.8X5.4 5625 93813551 
みて)

6416 和歌短冊f行末も…J 36.6x6.0 4253 93813552 

6417 和歌短冊『行雁は・・・」 36.0x6.0 4268 93813553 

6418 和歌短冊「行さきを…J 36.3X5.5 6104 93813554 

6419 和歌短冊(紅毒) 36.2x6.0 裏「あつ子j鉛筆書『税所敦子J 2414 93813555 

6420 和歌短冊(江水鳥) 36.1 x5.7 裏「七卿ノー壬生基修卿J鉛筆書「メ世九、 6705 93813556 
十七J

6421 和歌短冊(庚成元13) 36.3X6.0 3544 93813557 

6422 和歌短冊(庚貸元E試筆) 35.5x6.1 裏鉛筆書f庚寅ハ天保元カJ 3622 93813558 

6423 和歌短冊(口かたむ) 36.2x6.0 裏鉛筆書「口村口久、大平門、大垣人、通稿 3345 93813559 
六兵衛Jf嶋の内」

6424 和歌短冊(御勅題新年梅) 36.1 X6.1 6145 93813560 

6425 和歌短冊『御神楽・・'J 36.3X5.9 裏「梅見乃客社丹見乃客萩見乃客口口口口j 1764 93813561 

6426 和歌短冊「御主人は・"J 36.4x6.0 2439 93813562 

6427 和歌短冊I御姿を・・.J 36.2x6.0 6396 93813563 

6428 和歌短冊(五傑悌教青年会 36.1 x5.9 0405 93813564 
へ)

6429 和歌短冊(五保傍口-・・) 36.2x6.0 3343 93813565 

6430 和歌短冊「五月雨は・"J 36.2x5.9 2243 93813566 

6431 和歌短冊『五月雨の・"J 35.8X5.9 1775 93813567 

6432 和歌短冊(五月雨口) 36.2x6.0 裏紙貼付「上回ち口女J又「上田重子 ちか又 1811 93813568 I 
千賀子、芳口門歌人、明治廿七年一月廿六日
残年七十六j

6433 和歌短冊(五月雨) 38.2x6.1 4589 93813569 

6434 和歌短冊(狐の嫁いり口口 36.0X6.0 2945 93813570 
いふをききて)

6435 和歌短冊(湖上郭公) 36.1 X5.7 裏『倭文口」 1948 93813571 

6436 和歌短冊(湖五月雨) 36.3X5.0 3492 93813572 

6437 和歌短冊(湖帰雁) 36.2X5.5 裏「直子j 1300 93813573 

6438 和歌短冊(故今花) 35.1 x6.l 5598 93813574 

6439 和歌短冊(故郷五月雨) 35.7X5.9 裏『平山省粛j 5684 93813575 
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6440 和歌短冊「古墳さぐり…J 36.3x6.0 3054 93813576 

6441 和歌短冊(古寺花) 36.2X6.1 裏『八n嘉子J 2376 93813577 

6442 和歌短冊(古郷に帰口留別 34.4x6.0 7201 93813578 
のころを)

6443 和歌短冊(古学先生の口百 36.4X6.0 裏鉛筆書「古学先生伊藤仁口n竹一六j 2042 93813579 
年の御口口季に)

6叫4和歌短冊(源口父) 35.9x5.3 6206 93813580 

6445 和歌短冊(元日・・・) 36.2X5.9 裏鉛筆書fムn口人ノ内J 4307 93813581 

6446 和歌短冊(元朝によめる) 36.3x5.9 裏「中山大納言忠能卿母藤原綱子j 5112 93813582 

6447 和歌短冊(元B) 36.2x6.0 6269 93813583 

6448 和歌短冊(元旦) 36.3X6.1 5531 93813584 

6449 和歌短冊(元B) 35.8x5.3 裏「吉川惟口J 2764 93813585 

6450 和歌短冊(顕恋) 36.1 X6.0 裏「菊池袖子n袖子J鉛筆書「天保九、五、五 1275 93813586 
四j

6451 和歌短冊『軒端なる・"J 36.5X6.0 1312 93813587 

6452 和歌短冊f見もしらぬ…J 35.5X5.6 裏『たか」 2049 93813588 

6453 和歌短冊「見ぬ人の・"J 35.3x5.1 裏「恵薫J 1284 93813589 

6454 和歌短冊『見しきかし・・・j 36.2X6.0 5587 93813590 

6455 和歌短冊f硯のうみ…J 36.2x6.0 裏「青門大賀左馬大允J鉛筆書「大賀宗之j 2238 93813591 
『六十内J

6456 和歌短冊『兼より…j 35.3X6.0 6028 93813592 

6457 和歌短冊(月夜聴松風) 36.0x5.5 3109 93813593 

6458 和歌短冊(月前腐) 36.1 X6.0 6292 93813594 

6459 和歌短冊(月前廷) 35.7X5.l 裏「岡山敬楽(小沢門人J印あり 4395 93813595 

6460 和歌短冊(月前橋衣) 36.1 X5.4 裏「口宝J朱印「羊雪堂J 2923 93813596 

6461 和歌短冊(月前聞属) 35.5X5.4 裏「閏子j 5318 93813597 

6462 和歌短冊(月前梅花) 36.4X6.0 裏「善五郎姉鴻池梅子j 5379 93813598 

6463 和歌短冊(月前藤花) 36.2x6.0 3920 93813599 

6464 和歌短冊(月前待子規) 36.4X6.1 2034 93813600 

6465 和歌短冊(月前松風) 36.5X5.4 3467 93813601 

6466 和歌短冊(月前秋風) 35.4X5.4 裏「江戸吉原太夫たほや口J 5383 93813602 

6467 和歌短冊(月前時雨) 36.3X5.8 2557 93813603 

6468 和歌短冊(月前郭公) 36.4X6.0 5673 93813604 

6469 和歌短冊(月照枯草) 36.5X6.1 裏鉛筆書「飛鳥井殿御口」 4319 93813605 

6470 和歌短冊(月出山) 36.3x6.1 2325 93813606 
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6471 和歌短冊(月下薄) 36.0X6.0 5307 93813607 

6472 和歌短冊(月の口よみける 36.5X6.0 裏I九歳筆珍鰻女子」鉛筆書紙貼付「香習院 5265 93813608 
中に) 千枝子千蔭門J

6473 和歌短冊「月に雪の・・・J 36.3x6.1 5581 93813609 

6474 和歌短冊「月かけは・"J 36.7X5.7 裏鉛筆書「屋代弘賢j 6531 93813610 

6475 和歌短冊(月口菊) 36.5x6.1 3309 93813611 

6476 和歌短冊(月) 35.9X5.7 裏「秋夜n腐Jr夜腐Jの和歌三種あり 6355 93813612 

6477 和歌短冊(月) 36.5x5.5 裏fやす子J 5276 93813613 

6478 和歌短冊(月) 35.7X5.1 裏「梅宮調官橋本経亮J 4415 93813614 

6479 和歌短冊(蛍火透簾) 36.4x6.0 裏「一井優文子J 5267 93813615 

6480 和歌短冊(蛍の題口ふ口御 36.0X5.7 5674 93813616 
返し)

6481 和歌短冊(蛍口) 36.0X6.0 2366 93813617 

6482 和歌短冊(契恋) 38.3x6.2 4638 93813618 

6483 和歌短冊(契待恋) 36.3x6.0 裏「としJ 2916 93813619 

6484 和歌短冊「君もさ口…j 34.0X5.6 裏「中園殿J 5134 93813620 

6485 和歌短冊「君か代は・"J 33.8x5.8 4634 93813621 

6486 和歌短冊「空高く…J 36.5X6.0 2560 93813622 

6487 和歌短冊(空) 36.3x5.9 鉛筆書「尼隆真J 4851 93813623 

6488 和歌短冊(駒む口口を見る 37.0X5.6 裏「千蔭門千枝子J 5264 93813624 
女くるまを)

6489 和歌短冊(金婚式を寄松祝 36.3x6.0 2335 93813625 
といふことに)

6490 和歌短冊(桐の花を見て) 36.4X6.0 1725 93813626 

6491 和歌短冊(玉懐) 35.7X6.0 裏鉛筆書「覚阿清口とはJ 6302 93813627 

6492 和歌短冊「玉の口口"'J 36.4X5.7 2444 93813628 

6493 和歌短冊(業日朝虫) 36.4x6.0 7064 93813629 

6494 和歌短冊(暁擦衣) 36.1 x5.9 4865 93813630 

6495 和歌短冊(暁神楽) 36.5X6.1 裏I貞信n秋元安民撰梅棲三十六歌仙短冊 4966 93813631 
帖J(r安政二年刊梅さくら三十六歌撰秋
元安民撰浪花の芦刈人J)に収納

6496 和歌短冊(暁時雨) 36.2x6.0 裏「野村J 2492 93813632 

6497 和歌短冊(暁山雲) 36.0X6.0 2943 93813633 

6498 和歌短冊(暁山) 36.2X6.2 裏「六十一n栄子J 2758 93813634 

6499 和歌短冊(暁鶏) 36.5X6.0 5592 93813635 

6500 和歌短冊(橋進菊) 34.9x5.5 3264 93813636 
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6501 和歌短冊「去年み口る…J 36.3X6.0 7182 93813637 

6502 和歌短冊「泣きやめて・・・j 36.0X6.0 1787 93813638 

6503 和歌短冊「泣からす・・・j 36.2X6.0 裏鉛筆書「池原日南J 6003 93813639 

6504 和歌短冊(久恋) 35.3x5.2 6156 93813640 

6505 和歌短冊「久方の・・'J 35.7x6.0 3430 93813641 

6506 和歌短冊(久忍恋) 37.3X5.1 0181 93813642 

6507 和歌短冊(久寿玉) 36.1 x6.0 裏『喜多子J 1749 93813643 

6508 和歌短冊「久かたの・・・j 36.3X6.0 6945 93813644 

6509 和歌短冊(鞠) 36.3x6.1 5704 93813645 

6510 和歌短冊(菊香春不知) 36.2x6.0 2139 93813646 

6511 和歌短冊(菊映月) 36.3X6.0 5343 93813647 

6512 和歌短冊(祇園の口を) 36.0X6.2 裏 r~ 、と子J 5374 93813648 

6513 和歌短冊(祇園の口口を難 36.1 X5.5 1824 93813649 
波人のう口口をみて)

6514 和歌短冊(亀口万年) 36.3X6.0 2549 93813650 

6515 和歌短冊(貴賎夏放) 36.5x6.0 裏鉛筆書f国重H五条口」 2085 93813651 

6516 和歌短冊(稀人の・・.) 36.3x6.0 4632 93813652 

6517 和歌短冊(祈恋) 36.1 x5.9 2252 93813653 

6518 和歌短冊(帰属) 36.3x6.0 6290 93813654 

6519 和歌短冊(帰属) 35.2x6.2 4627 93813655 

6520 和歌短冊「幾千代の・・・j 36.6X5.5 6592 93813656 

6521 和歌短冊f幾重かも...J 36.0X5.6 裏「森子上J 1245 93813657 

6522 和歌短冊『幾っかい…J 35.7x5.8 裏『恵くんJ 1282 93813658 

6523 和歌短冊『幾ちとせ…J 36.5x6.0 1313 93813659 

6524 和歌短冊(寄竃祝) 36.3X6.1 1670 93813660 

6525 和歌短冊(寄野恋) 36.6x5.9 裏鉛筆書「口十一ノ内J 3453 93813661 

6526 和歌短冊(寄埋火述懐) 36.3x6.1 裏鉛筆書『赤札J 5805 93813662 

6527 和歌短冊(寄風恋) 36.9X6.0 裏「中山大納言忠能卿御母堂綱子老君J 0878 93813663 

6528 和歌短冊(寄風恋) 36.2x5.8 裏「廿二J 1961 93813664 

6529 和歌短冊(寄筆恋) 36.4x5.9 裏「見荊山の口Hくに子j 3314 93813665 

6530 和歌短冊(寄梅祝) 36.1 X5.6 5965 93813666 

6531 和歌短冊(寄都祝) 36.8x5.8 5574 93813667 

6532 和歌短冊(寄天花) 36.3x6.0 2259 93813668 
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6533 和歌短冊(寄鶴祝) 36.3X6.0 6553 93813669 

6534 和歌短冊(寄鶴祝) 36.1 x5.9 4308 93813670 

6535 和歌短冊(寄鶴祝) 36.1 X5.9 裏「多満子J 5637 93813671 

6536 和歌短冊(寄虫恋) 36.6x5.9 裏「頼山陽和重H楳庵」鉛筆書「十七ノ内J 5801 93813672 

6537 和歌短冊(寄水車口 35.5X5.9 裏「松蔭口童J 6392 93813673 

6538 和歌短冊(寄松祝) 35.1 x6.2 4668 93813674 

6539 和歌短冊(寄松祝) 36.3x5.9 5784 93813675 

6540 和歌短冊(寄松祝) 34.8x6.0 裏「はな子J 5373 93813676 

6541 和歌短冊(寄松祝) 35.2X5.7 裏「三十五年十一月廿一日湯多口爵口暦祝J 6871 93813677 

6542 和歌短冊(寄車恋) 36.6x6.1 裏「とみJ 6209 93813678 

6543 和歌短冊(寄車神祇) 35.7X5.5 裏fつる子J 5354 93813679 

6544 和歌短冊(寄時雨懐奮) 36.8X5.8 裏鉛筆書「小原君雄天保六、二、晦授、年 5641 93813680 
八十四j

6545 和歌短冊(寄山祝) 36.1 X5.9 6274 93813681 

6546 和歌短冊(寄月不逢恋) 36.0X5.5 2665 93813682 

6臼7和歌短冊(寄菊恋) 36.0X5.l 裏『大坂東区庚小路角田八重子j 6877 93813683 

6548 和歌短冊(寄海述懐) 35.6x6.0 裏『真宗ノ学僧ナリ侍例家人名辞書ニ委シJ 2346 93813684 

6549 和歌短冊(寄火祝) 36.5X6.0 裏『石津のふ子j 5321 93813685 

6550 和歌短冊(寄卯花恋) 35.3X5.1 『小111浮流芦庵門四天王の一人文政三年 6038 93813686 
二月廿七日残六十五才jと書いた紙あり

6551 和歌短冊(関路口) 36.3x6.0 裏「美知子J 5381 93813687 

6552 和歌短冊(関旅) 34.8X5.3 裏「二楽軒J付紙『飛鳥井殿雅康卿号二楽軒 3291 93813688 
宋世口こい口口J

6553 和歌短冊(閑庭萩) 36.3x6.0 5870 93813689 

6554 和歌短冊(閑中春曙) 35.5X5.4 裏朱書「知口J鉛筆書「桂帖のうちj 4313 93813690 

6555 和歌短冊(問中春闘 35.9x6.0 裏「口す子」 2375 93813691 

6556 和歌短冊(閑見月) 36.3x6.0 裏鉛筆書f小山聴雨明治廿九、四、二十四 5793 93813692 
残、年八十一、長瀬真幸・中嶋贋口門、又福
田太口に画を学ぶ熊本歌壇の巨匠として天
下に参ありH十六H名七ノ内J

6557 和歌短冊(閑居霜) 36.3X6.0 裏「つる子j 5325 93813693 

6558 和歌短冊(間氏の…) 36.4x6.0 3448 93813694 

6559 和歌短冊(還暦賀) 36.2x6.0 6577 93813695 

6560 和歌短冊(観蓮口眺望) 36.3X6.0 2817 93813696 

6561 和歌短冊(敏聾) 36.3x6.0 裏『山田(鉛筆書)口口J鉛筆書「島台J 4488 93813697 
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6562 和歌短冊(歓老) 36.2X6.0 裏「日下回口口J鉛筆書「稲室カJとあったが斜 1713 93813698 
線で消「村万J

6563 和歌短冊(寒夜修行僧) 36.4X6.0 4740 93813699 

6564 和歌短冊(寒夜見流水) 36.4X6.1 裏「つる子 5367 93813700 

6565 和歌短冊(寒花・・・) 37.0x5.6 「有行上人三十五世J 2135 93813701 

6566 和歌短冊(笠口より真の月 35.τX6.0 2222 93813702 
ヶ瀬の梅を)

6567 和歌短冊(革島の別業にや 36.4x6目l 0262 93813703 
どりける夜)

6568 和歌短冊(郭公口声) 36.2X6.1 2403 93813704 

6569 和歌短冊「郭公・・・j 36.4X6.0 4635 93813705 

6570 和歌短冊(郭公) 36.5x5.5 裏「保子j 5364 93813706 

6571 和歌短冊(凱旋) 35.0x5.9 6323 93813707 

6572 和歌短冊(凱旋) 36.4X5.9 2039 93813708 

6573 和歌短冊(開護悟道) 36.1 X6.0 6856 93813709 

6574 和歌短冊(海漣千鳥) 36.0X5.9 5375 93813710 

6575 和歌短冊(海遊春月) 36.1 X6.0 裏鉛筆書「山内香雪万延元、二、二残、年 2215 93813711 I 
六十二Jfーノ口口帖」

6576 和歌短冊(海漫霞) 35.5X5.4 裏「と口子j 5360 93813712 

6577 和歌短冊(海遁にて) 36.3X6.0 裏「土子j又「古屋士(ひじ)子Jと書カ通れた紙貼 1328 93813713 
付

6578 和歌短冊(海辺月) 36.3X6.0 裏「口口門人小柴口由多可J鉛筆書「村口」 1571 93813714 

6579 和歌短冊(海辺霞) 36.0X6.0 裏「長野義言ノ妻Jrたき子」付紙「長野主膳妻た 2217 93813715 
き女短冊」

6580 和歌短冊(海上雲口) 36.2x6.0 2299 93813716 

6581 和歌短冊(海) 36.2x6.0 裏「伊セノ人谷川氏j 2531 93813717 

6582 和歌短冊(賀) 36.4x6.1 1795 93813718 

6583 和歌短冊(賀) 36.4X6.0 2030 93813719 

6584 和歌短冊「蚊やり火の…j 36.2X6.0 裏「本名橋本多津子十七才の頃 明治四十五 5866 93813720 
年初夏はじめて和歌を志し金子薫園先生の選
に入りし一首口口氏J

6585 和歌短冊(霞荘山) 35.0X5.9 裏鉛筆書「メ口十一、十三j 4205 93813721 

6586 和歌短冊(霞) 33.3X6.0 3870 93813722 

6587 和歌短冊(霞) 36.1X5.7 裏「三州子J 5328 93813723 

6588 和歌短冊(花満口1 35.2X5.9 4628 93813724 

6589 和歌短冊(花春) 36.0X6.0 裏鉛筆書「七村上口口Jf天保六七J 1721 93813725 

6590 和歌短冊(花似雲) 36.2x6.0 6556 93813726 
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6591 和歌短冊(花始開) 35.0X6.3 6085 93813727 

6592 和歌短冊(花見るひと…) 36.5X5.8 3489 93813728 

6593 和歌短冊(花夏雨) 36.2x5.6 裏鉛筆書「丹羽氏号盤桓子J 3139 93813729 

6594 和歌短冊「花みすぎ"J 36.0X6.0 7382 93813730 

6595 和歌短冊「花ころも…J 36.4x6.0 7102 93813731 

6596 和歌短冊「花ころも…J 36.3x6.0 裏「御口口記官長高橋口三J鉛筆書「三一、 2528 93813732 
七月残、年四十四j

6597 和歌短冊(花口蕨) 36.2X6.0 裏「福岡l孫筑前愁口郡典 5724 93813733 

6598 和歌短冊(花) 37.7x6.1 裏「=口子j 1823 93813734 

6599 和歌短冊(花) 36.5X5.5 裏「保子j 5277 93813735 

6600 和歌短冊(河落葉) 36.0X6.1 6632 93813736 

6601 和歌短冊(河辺情春) 35.0x5.1 裏「龍公美和歌」鉛筆書「寛政五J 4423 93813737 

6602 和歌短冊「河内なる"'J 36.3x6.0 2103 93813738 

6603 和歌短冊(河上雪) 35.9x5.8 裏鉛筆書「口口口の子J 3341 93813739 

6604 和歌短冊(河上花) 36.6X5.7 1968 93813740 

6605 和歌短冊(河) 36.5X6.0 裏「廿五n口佐子J鉛筆書「房子刻 2378 93813741 

6606 和歌短冊(歌) 36.3X5.9 1957 93813742 

6607 和歌短冊「家々 の・・.J 35.7X6.0 6341 93813743 

6608 和歌短冊(夏旅) 36.2x6.0 裏「操心j 2361 93813744 

6609 和歌短冊(夏野) 36.2 X6.0 裏 r~ 、しj 1299 93813745 

6610 和歌短冊(夏野) 36.3X6目。 裏「美子J 4312 93813746 

6611 和歌短冊(夏夢) 36.4X6.0 裏「口子J 5319 93813747 

6612 和歌短冊(夏鳥) 36.3X6目。 3458 93813748 

6613 和歌短冊(夏朝) 36.3X6.0 2633 93813749 

6614 和歌短冊(夏草の露をみて) 36.8x5.8 裏「千蔭門照子J 5263 93813750 

6615 和歌短冊(夏船) 36.1 X5.9 2108 93813751 

6616 和歌短冊(夏星) 35.7x6.0 裏「正寿J 5302 93813752 

6617 和歌短冊(夏星) 36.4X6.0 裏「正寿J 5304 93813753 

6618 和歌短冊(夏神楽) 35.3X5.2 2330 93813754 

6619 和歌短冊(夏月涼) 36.2X5.4 6297 93813755 

6620 和歌短冊(夏月) 36.2X5.8 6080 93813756 

6621 和歌短冊(夏衣) 36.3X6.0 裏「えむ女j 1326 93813757 

6622 和歌短冊「夏のよは・"J 36.2x6.0 4631 93813758 
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6623 和歌短冊(何郭公) 36.0X5.8 鉛筆書「相原正義尼j 4833 93813759 

6624 和歌短冊「何となく…J 36.0X5.4 裏「口口」 2056 93813760 

6625 和歌短冊(下弦月) 36.3X6.1 裏「山路口口先生j 1683 93813761 

6626 和歌短冊「音羽川・・.J 36.5X6.0 2269 93813762 

6627 和歌短冊「音つれを・・・j 36.3X6.0 5568 93813763 

6628 和歌短冊(荻知秋) 35.3x5.7 裳「口子j 4626 93813764 

6629 和歌短冊(岡早蕨) 35.9x5.9 6289 93813765 

6630 和歌短冊(岡早蕨) 34.6x5.3 1576 93813766 

6631 和歌短冊(岡早蕨) 36.4x6.0 短冊横「みや子J 5281 93813767 

6632 和歌短冊(岡若菜) 36.3x6.0 裏「井上文雄門 松の戸三州子」 5326 93813768 

6633 和歌短冊(岡若菜) 36.3x6.0 裏「三州子j 5327 93813769 

6634 和歌短冊(岡篠) 36.5X5.4 2522 93813770 

6635 和歌短冊(岡月) 36.2 x 6.1 裏「とし女j 0021 93813771 

6636 和歌短冊(鴬出谷) 33.2x5.9 4642 93813772 

6637 和歌短冊(遠夕立) 36.6x6.0 裏「山川マサヤ石橋真岡後山川真清琢 2234 93813773 
斎門人安政二年残」鉛筆書「口慶臆三、七、
廿八、六十一 『口集』ニハ安政二年トアリ
享年見エズj

6638 和歌短冊(遠柳) 35.8x6.1 裏「俊子」 5323 93813774 

6639 和歌短冊(遠山楓) 36.2x6.0 2556 93813775 

6640 和歌短冊(遠みちをへたる) 35.9X5.4 裏「信子J 1287 93813776 

6641 和歌短冊「遠こちも…J 37.3x5.2 裏「里代J 1240 93813777 

6642 和歌短冊「遠くより…J 36.1x6.0 5578 93813778 

6643 和歌短冊(詠史) 36.5X5.9 6470 93813779 

6644 和歌短冊(詠史) 36.4X6.0 6742 93813780 

6645 和歌短冊(詠剣) 36.3X6.1 5580 93813781 

6646 和歌短冊「雲雰は・・.J 36.1 x6.1 裏「口口川人小栗口口J鉛筆書f遠州豊田郡 1962 93813782 
石原口永四J

6647 和歌短冊(雲雀) 36.3x6.0 2358 93813783 

6648 和歌短冊「雲水の・・.J 35.5X5.4 1637 93813784 

6649 和歌短冊(雲州尼子臣山 36.4X6.1 裏「安定勲n雲州尼子臣 山中幸盛n正三位 6295 93813785 
中幸盛) 寵手国安定貴族院議員、旧平戸藩士、撃剣

の達人にして又和寄を能くす、滋賀県菜、島根
勝、新潟豚等の蘇令知事に歴任す 明治二年
四月一日莞年六十Jと書いた紙貼付

6650 和歌短冊「雲はみる・"J 34.5X5.7 裏「連寄師昌純J 5146 93813786 

6651 和歌短冊「雲はみな・・・」 36.2x6.0 2261 93813787 
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6652 和歌短冊(雲口月) 36.3x6.0 4682 93B13788 

--
6653 和歌短冊(瓜と口口をとり 35.8X5.8 2481 93B13789 

て)

6654 和歌短冊(浦霞) 35.9x5.3 裏「てる女」 5369 93B13790 

6655 和歌短冊仰の花) 35.2x6目O 4630 93B13791 

6656 和歌短冊(卯の花) 35.3x6.0 裏「香口棲 =津皇太夫j 5293 93B13792 

6657 和歌短冊(雨中柳) 35.5 x 5.5 裏「成子J 5361 93B13793 

6658 和歌短冊(雨中蓬) 36.2x6.0 裏「東京松波口山翁」 2066 93B13794 

6659 和歌短冊(雨中善) 36目4x6.1 2426 93B13795 

6660 和歌短冊(雨中花) 35.8X5.4 3460 93B13796 

6661 和歌短冊(雨中鴬) 36.3x6.0 5607 93B13797 

6662 和歌短冊(雨中卯花) 36.3x6.1 裏「鳥取歌人篠田j 3899 93B13798 

6663 和歌短冊(雨後夏月) 36.5x6.1 6283 93B13799 

6664 和歌短冊(雨後口花) 36.3x6.1 裏鉛筆書「智恩院宮尊口口親王 嘉永五、八、 3344 93B13800 
二一義」

6665 和歌短冊(雨ふる日はこね 35.9X5.9 3157 93B13801 
山を・・・)

6666 和歌短冊「雨はる、 '''J 36.3x6.1 2926 93B13802 

6667 和歌短冊(雨口夏月) 36.1 x 5.6 1690 93B13803 

6668 和歌短冊「宇治河や・"J 35.6x6.0 裏「胤子J 5368 93B13804 

6669 和歌短冊(宇治河に舟を浮 35.5x5.7 2702 93B13805 
て)

6670 和歌短冊(隠恋) 36.2x6.0 裏「中嶋敬子」 5298 93B13806 

6671 和歌短冊「陰たかき"'J 36.2x5.5 裏「長山太夫」 5291 93B13807 

6672 和歌短冊(稲妻) 36.3x6.0 裏「蒼生子J 1334 93B13808 

6673 和歌短冊「一入の・・.J 36.0x5.5 裏「二条家侍熊谷安政八生カJ 5599 93B13809 

6674 和歌短冊「一筋に・・.J 34.8x6.5 裏鉛筆書「竹十三ノ内J 2430 93B13810 

6675 和歌短冊(磯口) 36.2x5.9 1895 93B13811 

6676 和歌短冊(異国の人に宣諭 35.8X5.7 裏「石川主水正殿J 3407 93B13812 
口口命を奉りて松前に口
りし時…)

6677 和歌短冊(尉口のかきつる) 36.5x6.0 絹本裏鉛筆書Iメ廿四Jr十六j 1734 93B13813 

6678 和歌短冊(依雪待人) 36.5x6.0 2509 93B13814 

6679 和歌短冊(依花待人) 38.2X5.8 裏「ゆふ子j 1289 93B13815 

6680 和歌短冊(安房の国にあり 36.0x5.6 5600 93B13816 
けるをり)
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6681 和歌短冊(芦辺氷) 33.2x5.7 6921 93813817 

6682 和歌短冊「葦はまだ・.'J 36.2x5.7 2088 93813818 

6683 和歌短冊(葵露) 36.0X6.0 2853 93813819 

6684 和歌短冊(葵) 36.2X5.5 裏「柳馬場三条上東口野口口口J 2488 93813820 

6685 和歌短冊(逢不曾恋) 34.4X5.4 3299 93813821 

6686 和歌短冊「愛らしく…j 36.0X6.1 1801 93813822 

6687 和歌短冊fをとめこの…J 36.2x5.4 裏「倭文子j 5268 93813823 

6688 和歌短冊fわれも今日・・・j 36.2X6.0 裏「須JIIJ 2913 93813824 

6689 和歌短冊(わか菜) 36.0x6.3 裏「口口口中猿渡近江守j 3170 93813825 

6690 和歌短冊「わかれ行・..J 36.4X5.2 裏鉛筆書『女俳人菊舎女最珍と口口口J 3263 93813826 

6691 和歌短冊「わかれをは・・・」 34.7X5.8 7054 93813827 

6692 和歌短冊「わかき子の・.'J 36.1 x6.0 7368 93813828 

6693 和歌短冊「よもきはを…J 36.1 X5.9 7381 93813829 

6694 和歌短冊「よひのまは…J 36.4 x 6.1 裏「朝子J 5382 93813830 

6695 和歌短冊「ゆきかひの・..J 36.3x5.7 6057 93813831 

6696 和歌短冊「やまやまの・..J 36.2X5.5 裏「尭子j 1238 93813832 

6697 和歌短冊(やの出) 35.8x5.5 4606 93813833 

6698 和歌短冊(ゃな口) 35.5X5.5 6630 93813834 

6699 和歌短冊「ゃいはまの…J 34.9X5.4 3445 93813835 

6700 和歌短冊fもろともに…J 36.5X6.0 1774 93813836 

6701 和歌短冊「も、しきや…J 36.3x5.7 1793 93813837 

6702 和歌短冊(もみちのうたの 36.3x6.0 裏「加茂書博士山口行厚J 6161 93813838 
中に)

6703 和歌短冊「もちの夜を・・・J 36.2x6.0 5873 93813839 

6704 和歌短冊『もしほゆく…J 38.3x5.2 裏 r~ 、そj 1308 93813840 

6705 和歌短冊「もえいで、…J 36.2x6.0 裏「京口固いとj 4536 93813841 

6706 和歌短冊「みよしの、…」 36.5X5.7 裏f西国寺殿質晴J 5145 93813842 

6707 和歌短冊(みl品、りを…) 37.7X5.6 2511 93813843 

6708 和歌短冊「みなひとの・..J 36.2x6.0 2138 93813844 

6709 和歌短冊「みちのくの…J 36.1 x6.0 裏 『 口 口 三 口 二 年 仙 口 口 町 士 族 岡 村 1828 93813845 
氏老翁J鉛筆書「矢口J

6710 和歌短冊(みちのくにおロ 35.9X5.5 6130 93813846 
口口時)

6711 和歌短冊『みちとせに…j 36.0x6.0 1762 93813847 
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6712 和歌短冊(まつ虫) 36.5x6.0 2065 93813848 

6713 和歌短冊「まちわびて…j 35.7X6.3 裏「備中口守口口木下肥後守豊臣利徳口口J 3608 93813849 

6714 和歌短冊(また口てふ人の 34.3x5.8 裏「村井中漸天口Jf村井中漸肥後ノ儒者、商 5729 93813850 
口後御影町へ移りけるを 依成粛ニ撃ブ、名ハ漸、別号痴道人、寛政九、
祝ひて町の名と人の名を 二、年九十『儒林銘鑑』昭和二九、三、二五、
よみの口る) 新出文ママ口J

6715 和歌短冊「ほと遠く…j 35.1 X5.8 裏「町子J鉛筆書「六十内J 4310 93813851 

6716 和歌短冊「ほとときす…j 36.0X6.0 裏「大橋池田屋勘兵衛J 1644 93813852 

6717 和歌短冊「へたでなく…j 36.5X6.1 裏「しつ子J 1323 93813853 

6718 和歌短冊「ふる雨に・"J 36.7x6.0 裏「小池美地子J(鉛筆書)r柳内侍J 5336 93813854 

6719 和歌短冊「ふることを…J 36.6x5.6 裏「ひき子J 1281 93813855 

6720 和歌短冊fふゅのたに・"J 36.6X5.4 裏「ゆふ子j 1303 93813856 

6721 和歌短冊(ふし山) 36.5x6.0 裏朱字で「五返舎半九J 1875 93813857 

6722 和歌短冊「ひろひえく…J 32.2x6.0 2786 93813858 

6723 和歌短冊(ひる花見小路の 36.1 x6.l 7383 93813859 

6724 和歌短冊「ひなめきて・・・j 36.5x6.0 6576 93813860 

6725 和歌短冊(ひなとり) 36.2x6.1 裏 r~ 、しJ 1315 93813861 

6726 和歌短冊「ひとこころ…J 37.9x6.4 7127 93813862 

6727 和歌短冊「ひかげさる…J 36.1 X6.l 裏「綿子J 1779 93813863 

6728 和歌短冊「はるはると…j 36.1 X5.6 裏「はし子J 1243 93813864 

6729 和歌短冊(はるのはしめに) 36.5x6.1 裏f阿部東平妻阿部秋子j 5266 93813865 

6730 和歌短冊「はかりなき…J 36.2X5.5 1897 93813866 

6731 和歌短冊「ぬれっ、も…J 36.4x6.0 1797 93813867 

6732 和歌短冊『ぬばたまの・"J 35.8x6.1 裏「岐阜豚下平民口田半介J鉛筆書「絶頭歌J 1837 93813868 

6733 和歌短冊『にわの面に・"J 36.3X6.1 4622 93813869 

6734 和歌短冊「にわかあめ・・・J 36.3X6.0 2154 93813870 

6735 和歌短冊「には烏は・"J 33.8X5.9 4593 93813871 

6736 和歌短冊(にしき) 36.4X5.4 裏「口知j 3086 93813872 

6737 和歌短冊『なにはえの・"J 36.3x6.0 2155 93813873 

6738 和歌短冊「なにはえの・"J 36.3x6.0 4737と閉じ歌 4738 93813874 

6739 和歌短冊「なにはえの・・・j 36.3X6.0 4738と同じ歌 4737 93813875 

6740 和歌短冊「ながらへて・"J 35.8X5.9 裏『七J 1808 93813876 

6741 和歌短冊「ながめつる…」 35.1 X5.8 5966 93813877 

6742 和歌短冊「ながむれば・"J 36.3X6.1 裏「志の子J 2515 93813878 
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6743 和歌短冊「ながきよの…j 30.1 X5.7 1773 93813879 

6744 和歌短冊「なロ佐江の・・・j 36.3x6.0 3901 93813880 

6745 和歌短冊(な口はる) 36.4X6.0 3872 93813881 

6746 和歌短冊「とりのこえ…J 36.3x6.0 2851 93813882 

6747 和歌短冊「ともし火の…J 36.4X6.0 裏鉛筆書「口ヶ井花尾町上Jレ前固有之歌口 3374 93813883 
伊沢治助(併壇屋) 贋田口口

6748 和歌短冊「とふ人も・・'J 36.7x5.8 6058 93813884 

6749 和歌短冊『とふほたる・"J 37.2X5.4 裏「里代j 1290 93813885 

6750 和歌短冊「とひカ通えて・.'J 36.4X6.0 2440 93813886 

6751 和歌短冊「としをへて…J 36.4X5.9 2405 93813887 

6752 和歌短冊(としの暮) 36.2x5.7 裏「口子j 6455 93813888 

6753 和歌短冊(としのはしめに) 36.0x6.0 6646 93813889 

6754 和歌短冊『とこしへに…j 36.4X6.0 裏f倭文子J 6346 93813890 

6755 和歌短冊『つらくとて…j 35.9x6.1 裏鉛筆書『思廿の口内j 1594 93813891 

6756 和歌短冊fっ、しみを…j 36.3x6.0 1802 93813892 

6757 和歌短冊「っき花の・・・j 34.9X5.2 7068 93813893 

6758 和歌短冊「ちるといふ…j 36.0X5.8 裏『福田行誠J 5616 93813894 

6759 和歌短冊fちとせへむ…J 36.4X6.0 0298 93813895 

6760 和歌短冊『ちとせへむ…j 36.6x6.0 1297 93813896 

6761 和歌短冊「ちとせへて…j 36.7x6.1 裏f仙石越州母あき子J 5355 93813897 

6762 和歌短冊「ちとせ口む・・・j 37.3x5.6 裏鉛筆書「津守J 3629 93813898 

6763 和歌短冊「たれもみな・・・」 36.3X6.1 5983 93813899 

6764 和歌短冊「たに水の・"J 36.1 x5.5 4427 93813900 

6765 和歌短冊「たつの年・"J 36.0x6.5 1981 93813901 

6766 和歌短冊fたつねんと…J 36.3X6.0 6875 93813902 

6767 和歌短冊「たちかへる・"J 36.4x6.0 1776 93813903 

6768 和歌短冊「たくみらが…J 35.0X6.0 裏「武蔵園…nたくみらの露もまからぬ黒土 3320 93813904 
なはを人の心にうつよしもかなJ

6769 和歌短冊『たかくこそ…j 36.5X5.9 6863 93813905 

6770 和歌短冊「すみよしの…j 36.1X5.7 3340 93813906 

6771 和歌短冊(すのまたJ11 ，こて) 35.8X5.9 鉛筆書「十三」 4242 93813907 

6772 和歌短冊「すなをなる・・・」 36.5X6.0 1311 93813908 

6773 和歌短冊「す、めども…j 36.2X6.1 1760 93813909 

6774 和歌短冊(すすき) 37.7x5.6 裏「常子J 1291 93813910 
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6775 和歌短冊「すきことに…J 36.3x6.0 7119 93813911 

6776 和歌短冊(しらはき) 35.4x5.7 5716 93813912 

6777 和歌短冊「しはた井戸・"J 36.1 X5.9 7097 93813913 

6778 和歌短冊「しけりあふ…J 36.5x6.0 1314 93813914 

6779 和歌短冊「さみだれの・・・J 36.2x6.1 裏「口口子J 2015 93813915 

6780 和歌短冊(さっき朔日午の 36.4X6.0 2207 93813916 
年の・・・)

6781 和歌短冊「さぎれ石の…」 36.4X6.0 裏「長崎市楼町 内藤美輿子J朱書 3882 93813917 

6782 和歌短冊「さくら色に…J 36.2x5.8 5165 

6783 和歌短冊「さくら咲…J 35.2x5.7 裏『中園殿J 5135 93813919 

6784 和歌短冊「さくらちる…j 36.2X6.0 裏「口子出J 2283 93813920 

6785 和歌短冊尽きかかる…J 36.4x6.0 1888 93813921 

6786 和歌短冊Iきかえ竹・・・j 36.2x6.0 1616 93813922 

6787 和歌短冊にろ口病のはや 36.3X5.5 3879 93813923 
りしによりて)

6788 和歌短冊「この宿に・"J 36.4x6.0 2048 93813924 

6789 和歌短冊fこの君に・"J 36.2x6.0 2203 93813925 

6790 和歌短冊『このはを口"'J 32.4x5.8 6865 93813926 

6791 和歌短冊『このつぎは・・・」 36.2x5.4 裏「黒川直道」 2126 93813927 

6792 和歌短冊『このうろの…J 36.0X5.4 裏「信子」 1296 93813928 

6793 和歌短冊『このうつの・"J 36.4x6.0 7378 93813929 

6794 和歌短冊「こぬ人を・"J 33.5X5.9 裏『歌光康卿画光則」 0918 93813930 

6795 和歌短冊「ことの葉は…j 34.7x5.8 裏「大わ、鉛筆書「大賀宗之Jr六十内j 2200 93813931 

6796 和歌短冊にとのかり) 36.4x6.0 裏f桂闇門秋園古香J 5334 93813932 

6797 和歌短冊にとしより…J 35.9x5.8 裏「たかJ 2662 93813933 

6798 和歌短冊にたひ伊勢の・・・) 36.4x6.0 5747 93813934 

6799 和歌短冊『こ、ろなき…J 35.8x6.0 4698 93813935 

6800 和歌短冊「けふばかり…J 35.5x6.0 1939 93813936 

6801 和歌短冊「けふに逢いて 36.4x6.1 5651 93813937 

6802 和歌短冊「くる溢夜の…」 35.9X5.6 裏 r~義子上J 1310 93813938 

6803 和歌短冊「くちなしの…」 35.3x6.0 裏「重女Jr秋元安民撰梅襖三十六歌仙短冊 4967 93813939 
帖J(r安政二年刊梅さくら三十六歌撰秋
元安民撰浪花の芦刈人J)に収納

6804 和歌短冊「きけば尚…」 35.7X5.6 裏「浪華西村吉兵衛J 2036 93813940 
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6805 和歌短冊「から衣・・.J 35.4X5.5 3464 93813941 

6806 和歌短冊「からころも…J 36.2x6.0 1757 93813942 

6807 和歌短冊「かまの湯の・..J 36.3x6.0 6237 93813943 

6808 和歌短冊「かへらしと…J 35.4X5.9 7011 93813944 

6809 和歌短冊「かはほりの一 j 36.5X6.0 6380 

6810 和歌短冊「かと松を・・・j 36.1 X5.7 6240 

6811 和歌短冊fかつみ火を・・・j 36.3X6.0 裏「倭文子J鉛筆書「一井静子嘉永四、四、 1269 93813947 
十七残、六十八J

6812 和歌短冊「かそふれは・..J 36.3X6.0 裏「常子」 1279 93813948 

6813 和歌短冊「かすみては・..J 36.1 x5.3 裏「津軽甲斐守殿j 3619 93813949 

6814 和歌短冊Iかしこみで・..J 27.9X5.8 4701 93813950 

6815 和歌短冊(かしこくも) 36.4x6.0 6488 93813951 

6816 和歌短冊fかけなれし・・・j 36.4X6.0 裏「ひて女j 1258 93813952 

6817 和歌短冊「かけき冶し…J 36.4X6.1 1280 93813953 

6818 和歌短冊「かきりなき…J 35.7X5.5 裏「口口口ひき子」 6367 93813954 

6819 和歌短冊「かきりなき…j 36.0X5.7 裏「口の屋門小栗康付」 2472 93813955 

6820 和歌短冊「おもしろき…j 36.4X6.0 2113 93813956 

6821 和歌短冊「おもかけの・..J 36.4x6.1 裏「斐子J 1322 93813957 

6822 和歌短冊fおほ神の・・・j 36.2X6.0 裏「秋山光彪門人豊前小倉藩士佐久間種 5879 93813958 
次郎号果園 明治廿五年四月一日残享年九
十J付紙「十六佐久間果園 明治廿五年四月
一日残年九十J

6823 和歌短冊「おほかたの・・ J 36.4X6.1 裏「芳樹」又、鉛筆書「村田多勢子」 0929 93813959 

6824 和歌短冊「おそろしき…」 36.3x6.0 2156 93813960 

6825 和歌短冊fおしな口て・..J 35.8x5.7 3546 93813961 

6826 和歌短冊「おく山の…J 32.5X5.3 2631 93813962 

6827 和歌短冊「えにしとて…J 36.7X6.0 裏「元下総国綱引猟師江戸驚藤源助j 2148 93813963 

6828 和歌短冊「うれしさを・一J 36.3x6.1 2391 93813964 

6829 和歌短冊「うねくる…J 36.4X6.1 2136 93813965 

6830 和歌短冊「うつり行…J 36.7x6.0 6864 93813966 

6831 和歌短冊「うち霞…」 36.8x5.7 裏「江月J 1270 93813967 

6832 和歌短冊「うちとけて…J 36.0X5.9 7366 93813968 

6833 和歌短冊「うちとけて…j 36.1X6.0 7369 93813969 

6834 和歌短冊「うちとけて…J 36.4X6.1 7373 93813970 

6835 和歌短冊「うちとけて…j 36.2X6.0 7374 93813971 
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6836 和歌短冊「うちとけて…j 36.3X6.1 7377 93813972 

6837 和歌短冊(うすらひといふ 36.7X5.5 4710 93813973 

6838 和歌短冊「うくひすの…J 36.4X6.0 7158 93813974 I 

6839 和歌短冊「うかひ舟・・・J 37.1 x5.6 裏Iえん女J 1325 93813975 

6840 和歌短冊 r~ 、まさらに…J 36.4X6.1 裏「よし子」 1320 93813976 

6841 和歌短冊(~、はひのころを) 36.8x6.0 裏鉛筆書「大石千引口口みJ 6256 93813977 

6842 和歌短冊(~、はておもふ) 36.4X6.0 裏「やす子n中山みや子n三屋」 5286 93813978 

6843 和歌短冊 r~ 、にしへの…J 36.4x6.0 0332 93813979 

6844 和歌短冊 r~ 、にしへの…j 36.1 x6.0 裏鉛筆書f口井源次郎j 2046 93813980 

6845 和歌短冊 r~ 、と寒き…J 36.2x6.1 2271 93813981 

6846 和歌短冊 r~ 、つ方に・ "J 35.3x5.9 1656 93813982 

6847 和歌短冊 r~ 、つのまに…J 37.6x5.6 2785 93813983 

6848 和歌短冊 r~ 、っこより…j 36.3x6.0 裏「京都市釜口竹居町正七位勲六等回遊長 2480 93813984 
次妻貞子J

6849 和歌短冊 r~ 、たづらに…j 36.3X6.0 1881 93813985 

6850 和歌短冊 r~ 、さぎよく…J 36.2x5.9 1715 93813986 

6851 和歌短冊 r~ 、かっちの…J 36.0x6.0 6018 93813987 

6852 和歌短冊「あら玉の…」 36.0X5.8 6579 93813988 

6853 和歌短冊fあらたまる…J 36.0X5.7 裏「正子J鉛筆書「四ム帖J 4322 93813989 

6854 和歌短冊「あらし山…j 36.4X6.1 裏「正月J 7078 93813990 

6855 和歌短冊「あらし山…J 36.5x6.1 裏鉛筆書「村口一J 3312 93813991 

6856 和歌短冊(あやめにみへて 35.5X5.7 6417 93813992 

6857 和歌短冊(あやめ) 36.3X6.0 4894 93813993 

6858 和歌短冊「あふみなる人の 36.3X6.0 裏紙貼付 「あふみなる人の大銃といふ物を 6999 93813994 
天地のひまにとよもつ… 長歌J

6859 和歌短冊「あふさかや・・・J 26.0X3.7 裏「吉田口兼好法師あふさかやJ 3745 93813995 

6860 和歌短冊「あふさかの・"J 35.5x5.3 2401 93813996 

6861 和歌短冊(あふき) 36.1 X5.5 5377 93813997 

6862 和歌短冊『あのひすく…J 36.3x6.0 2112 93813998 

6863 和歌短冊fあづきゆみ…J 36.1 x6.0 裏「令子出J 1780 93813999 

6864 和歌短冊「あたらしき…」 35.2X5.2 1806 93814000 

6865 和歌短冊「あたらしき…J 36.3X6.0 2270 93814001 
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6866 和歌短冊「あしたすの・・・J 36.1 X6.0 裏「楠瀬六日郎J鉛筆書f大枝は通稀六太幼名 1649 93814002 
雄太郎号栄圏、六大山人n口十三ノ内J

6867 和歌短冊「あきのよの…」 35.5X5.3 0019 93814003 

6868 和歌短冊「あきののに…J 36.2x6.0 2246 93814004 

6869 和歌短冊『あかすして・ooJ 36.3x5.4 裏「しつ子J 1267 93814005 

6870 和歌短冊(口園にである海 36.3-X6.0 6571 93814006 
辺に・・・)

6871 和歌短冊(口恋) 36.6X5.8 裏「口乃J 2756 93814007 

6872 和歌短冊(口枕口) 35.3X5.1 2197 93814008 

6873 和歌短冊(口聞砧聾) 36.4X6.1 裏『ちか子n秋元安民撰梅襖コ十六歌仙短 4968 93814009 
冊帖J(f安政二年刊梅さくら三十六歌撰
秋元安民撰浪花の芦刈人J)に収納

6874 和歌短冊(口泊月) 36.3X6.0 2101 93814010 

6875 和歌短冊(口泊月) 36.2x6.0 裏「紀伊国加納家大平ノ門人」紙貼付「加 2545 93814011 
納口平太平門人j

6876 和歌短冊(口梅花) 36.5x6.0 2385 93814012 

6877 和歌短冊(口農) 33.9x5.4 2691 93814013 

6878 和歌短間(口乃身まかり口 36.4x6.0 6354 93814014 
へるをりならひよみて口
る)

6879 和歌短冊(口鶴) 36.5X6.2 4069 93814015 

6880 和歌短冊(口中懐都) 35.7X5.8 裏鉛筆書f中山j 3399 93814016 

6881 和歌短冊(口B) 36.1 X6.0 裏f蕎津子J 2661 93814017 

6882 和歌短冊(口大人の・・・) 36.5x6.0 6593 93814018 

6883 和歌短冊(口春山月) 37.3x6.0 2230 93814019 

6884 和歌短冊(口春月) 36.5X6.0 裏「中島椋隠」 4329 93814020 

6885 和歌短冊(口述懐) 36.4X5.8 2435 93814021 

6886 和歌短冊(口述懐) 35.8x5.8 裏「羽島氏j 1675 93814022 

6887 和歌短冊(口紅葉) 36.3x6.0 裏「孝子J 5344 93814023 

6888 和歌短冊(口五月雨) 36.2X6.0 5345 93814024 

6889 和歌短冊(口契) 36.2X5.9 5721 93814025 

6890 和歌短冊(口郭公) 36.4X5.5 裏鉛筆書「花山院侍 田中太宰大典n五条マJ 1682 93814026 

6891 和歌短冊(口花) 36.5x6.0 2544 93814027 

6892 和歌短冊(口夏藤) 36.1 X5.9 5290 93814028 

6893 和歌短冊(口夏草) 36.3X6.0 裏鉛筆書『口田j 3046 93814029 

6894 和歌短冊(口夏郭公) 36.1 X5.7 裏『正寿J 5305 93814030 
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6895 和歌短冊(口雲) 36.2 x 5.4 5551 93B14031 I 

6896 和歌短冊(口陰納涼) 36.3x6目O 1671 93B14032 

6897 和歌短冊「口一行"'J 35.7x5.7 裏「江戸小石川一行院本口和尚J 4099 93B14033 

6898 和歌短冊(口衣小屋にて) 36.3 x6.0 3039 93B14034 

6899 和歌短冊(口衣) 36.0x5.7 1794 93B14035 

6900 和歌短冊「口ゆふのき…J 35.9x5.7 4400 93B14036 

6901 和歌短冊(口に来たりて水 36.6x6.0 裏「貞信J鉛筆書「=輪貞{言Jr 111口内」 2410 93B14037 
鶏をきく)

6902 和歌短冊(口口李) 36.4x6.0 4052 93B14038 

6903 和歌短冊(口口池水浪静) 36.3x5.9 裏鉛筆書「風帖」 6068 93B14039 

6904 和歌短冊(口口月) 36.1x6.0 2055 93B14040 

6905 和歌短冊(口口契久) 36.3x6.0 裏「岩上登波子J 5311 93B14041 

6906 和歌短冊(口口薫風) 36.3X5.4 裏鉛筆書「十一口j 2356 93B14042 

6907 和歌短冊「口口衣・・.J 35.5X5.5 裏「連歌師寿口J 5147 93B14043 

6908 和歌短冊「口口みなく…j 36.5x6.3 7189 93B14044 

6909 和歌短冊「口口の・・.J 35.9x5.8 裏「秋山光彪門人J朱書「佐久間果園Jf今井氏 6014 93B14045 
Ffr贈J

6910 和歌短冊「口口とて…」 35.8X5.7 裏「まちJ鉛筆書「六十内J 4311 93B14046 

6911 和歌短冊「口口つなの・"J 36.4x6.1 3660 93B14047 

6912 和歌短冊「口口くきの…j 36.1 x5.7 裏「る口子J 2929 93B14048 

6913 和歌短冊「口口かなる・"J 36.3x5.9 裳「八九翁J 5850 93B14049 

6914 和歌短冊(口口口上人西山 36.2 x5.4 6094 93B14050 
久遠寺禅尼の墓に詣でた
まひて)

6915 和歌短冊(口口口とりて) 35.7x5.8 裏「ゆ口女J 2564 93B14051 

6916 和歌短冊(口) 36.1x6.0 裏「三屋J鉛筆書rJ 11口内j 2411 93B14052 

6917 和歌短冊(…侍りて) 36.3x5.6 3865 93B14053 

6918 和歌短冊(…郭公を) 36.4x6.0 裏「上京国住人本姓口地来助J 6717 93B14054 

6919 和歌短冊 36.4x6目l 6163 93B14055 

6920 和歌短冊 36.5x6目l 6178 93B14056 

6921 和歌短冊 35.7x6.0 6214 93B14057 

6922 和歌短冊 36.0x6.0 7363 93B14058 

6923 和歌短冊 36.5x5.9 6179 93B14059 

6924 和歌短冊 35.4 x 5.7 裏「高島秋帆勤王家之J 6210 93B14060 

6925 和歌短冊 36.1 x6.1 1613 93BI4061 
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6926 和歌短冊 36.2x5.9 1636 93814062 

6927 和歌短冊 36.3x6.0 1796 93814063 

6928 和歌短冊 36.2x6.0 1827 93814064 

6929 和歌短冊 36.2x6.0 1858 93814065 

6930 和歌短冊 36.5X6.0 1884 93814066 

6931 和歌短冊 35.6X5.2 1983 93814067 

6932 和歌短冊 36.1 X6.0 1989 93814068 

6933 和歌短冊 34.6x5.8 1997 93814069 

6934 和歌短冊 36.5X6.1 2016 93814070 

6935 和歌短冊 36.0x5.9 2019 93814071 

6936 和歌短冊 36.3x6.0 2038 93814072 

6937 和歌短冊 37.6x6.3 2061 93814073 

6938 和歌短冊 36.2X6.0 2100 93814074 

6939 和歌短冊 36.0X6.0 2152 93814075 

6940 和歌短冊 36.3X6.0 2205 93814076 

6941 和歌短冊 36.3x6.1 2209 93814077 

6942 和歌短冊 35.7 x 5.9 2256 93814078 

6943 和歌短冊 35.7X5.9 2265 93814079 

6944 和歌短冊 36.2 X6.2 2318 93814080 

6945 和歌短冊 36.4x6.1 2333 93814081 

6946 和歌短冊 36.2x6.0 2367 93814082 

6947 和歌短冊 36.0x6.2 2388 93814083 

6948 和歌短冊 35.5X5.3 2404 93814084 

6949 和歌短冊 37.8x6.1 2456 93814085 

6950 和歌短冊 35.9X5.5 2532 93814086 

6951 和歌短冊 36.2x5.8 2629 93814087 

6952 和歌短冊 36.0X5.5 2630 93814088 

6953 和歌短冊 35.4X5.2 2812 93814089 

6954 和歌短冊 36.4x6.1 2843 93814090 

6955 和歌短冊 36.4X6.0 3097 93814091 

6956 和歌短冊 37.5X5.8 3426 93814092 

6957 和歌短冊 34.9x6.0 3905 93814093 

6958 和歌短冊 36.3X6.0 3906 93814094 
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6959 和歌短冊 36.5x6.0 3936 93814095 

6960 和歌短冊 35.7X5.5 4061 93814096 

6961 和歌短冊 36.3x5.6 4369 93814097 I 

6962 和歌短冊 36.5x6.0 4587 93814098 

6963 和歌短冊 32.7x5.7 4592 93814099 

6964 和歌短冊 36.2x6.2 4623 93814100 

6965 和歌短冊 36.1 X6.0 4692 93814101 

6966 和歌短冊 35.5X5.2 5103 93814102 

6967 和歌短冊 36.5X5.0 5152 93814103 

6968 和歌短冊 36.3x6.0 6845 93814104 

6969 和歌短冊 36.1 X5.4 7084 93814105 

6970 和歌短冊 36.1 X6.0 7161 93814106 

6971 和歌短冊 35.9x5.4 鉛筆書「白井惟徳Jl 4773 93814107 

6972 和歌短冊 36.2x5.8 鉛筆書「紫野大徳寺一休和尚J 4891 93814108 

6973 和歌短冊 36.3x6.0 表紙貼付「杉孫七郎J裏「杉子」鉛筆書「名十 2116 93814109 
七ノ内」

6974 和歌短冊 36.3x5.9 裏「口口子J 5322 93814110 

6975 和歌短冊 34.8x5.8 裏「口晋師字瞳卿口口山先生備後袖漫之人業 3400 93814111 
儒名干詩J

6976 和歌短冊 36.4X6.1 裏「口並弥之八J 1718 93814112 

6977 和歌短冊 36.5x6.0 裏『あや子J 5366 93814113 

6978 和歌短冊 36.5x6.1 裏fさ口木J 1910 93814114 I 

6979 和歌短冊 35.6X5.5 裏「なみの子J 5372 93814115 

6980 和歌短冊 36.3X6.0 裏「ゆ口子J 2020 93814116 

6981 和歌短冊 36.5X5.4 裏「桂園門江月尼J 5356 93814117 

6982 和歌短冊 36.5x6.1 裏「三州子J 5331 93814118 

6983 和歌短冊 36.1 X6.0 裏rJII喜多口一郎J鉛筆書f五ノ三ノ内j 2489 93814119 

6984 和歌短冊 36.2X6.1 裏「大阪府山西口江口通立向 …j 2540 93814120 

6985 和歌短冊 36.1 x5.7 裏「中園殿J 5132 93814121 

6986 和歌短冊 35.9X5.3 裏「中園殿J 5133 93814122 

6987 和歌短冊 33.3X5.0 裏「長門二宮大宮司奥道J紙貼付「長門二宮大 2568 93814123 
宮司竹中奥道千とせ口て柳原資定々時
代J

6988 和歌短冊 35.8X5.8 裏「備後三原城主J 3626 93814124 

6989 和歌短冊 36.2X5.9 裏「美喜子J 2282 93814125 
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6990 和歌短冊 36.0X5.9 裏鉛筆書fなら二ノ口J 1634 93814126 

6991 和歌短冊 36.1 X5.7 裏鉛筆書『正帖ノ内j 6044 93814127 

6992 和歌短冊 36.4x6.0 裏鉛筆書「大口綱口J 2124 93814128 

6993 和歌短冊 36.4x6.0 裏鉛筆書「大堀口武和とあるは中井武和な 2237 93814129 
るへしj

6994 和歌短冊 36.4X5.4 裏鉛筆書『瀧弾正詮 3631 93814130 

6995 和歌短冊 34.9x5.3 裏鉛筆書「藤村叡遵大阪の歌人j 2110 93814131 

6996 和歌短冊 36.3X5.5 裏鉛筆書「飛鳥井存子天保二年J 4318 93814132 

6997 和歌短冊 36.3X6.0 裏鉛筆書f武井守正n東京大口大夫氏御前 1702 93814133 
『短冊J昭和四号巻頭掲載武井守正大宮
のうちさへ口j

6998 和歌短冊 36.3x6.0 裏鉛筆書『林聾口J 1843 93814134 

6999 和歌短冊 36.2x5.9 裏鉛筆書f林聾臣Jr東廿ノ内j読み(部分)のカー 1933 93814135 
ドあり

7000 和歌短冊(口影) 36.2x6.0 2371 93814136 

7001 俳句短冊「鰹夜の・・'J 36.1 X5.7 5469 93814137 

7002 俳句短冊(和歌の題山家の 35.4x5.9 裏「亀口口高橋氏j 3818 93814138 
五月雨)

7003 俳句短冊(和歌口の・・・) 36.5X6.0 3796 93814139 

7004 俳句短冊(六世梧桐庵の嗣 36.2x6.0 6123 93814140 
号を祝して)

7005 俳句短冊『蓮の実や・・・j 36.5x6.0 3816 93814141 

7006 俳句短冊『藍かめか・"J 35.0x6.0 裏『芭蕉堂世南j 5047 93814142 

7007 俳句短冊f来る腐に・"J 36.3x5.8 3051 93814143 

7008 俳句短冊『来るほとの…j 36.4x6.0 0650 93814144 

7009 俳句短冊「葉山葵に・"J 36.3x6.0 裏「ワラビj 3778 93814145 

7010 俳句短冊「約束の・・.J 36.3x6.1 3606 93814146 

7011 俳句短冊(耶摩児女の小祥 36.2x6.0 裏鉛筆書f桔帖J 1880 93814147 
忌追悼)

7012 俳句短冊「夜の明ける・"J 36.3X6.l 3860 93814148 

7013 俳句短冊「夜の口を・"J 36.1 X6.0 裏「明治三十四とせ三月」 3739 93814149 

7014 俳句短冊『門こ口や・"J 35.3x5.3 5424 93814150 

7015 俳句短冊『木枯や・・.J 37.3x5.7 0017 93814151 

7016 俳句短冊『明日迄・・'J 35.7x5.7 3765 93814152 

7017 俳句短冊f明またぬ・"J 36.3x6.0 4167 93814153 

7018 俳句短冊『明そめる・.'J 36.2x6.0 裏「大津人木村駿道J 5048 93814154 
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7019 俳句短冊「霧のふる…j 36.0X6.1 裏鉛筆書「国重n五条口J 2086 93814155 

7020 俳句短冊(本口口) 35.1 X6.0 3775 93814156 

7021 俳句短冊「鉾の来し・ooJ 36.3x6.0 4181 93814157 

7022 俳句短冊(父の十七年を・・・) 35.8x5.5 裏「詠口口口芳樹門生口口口」 4813 93814158 

7023 俳句短冊表・裏(若林老 36.3x6目。 表裏俳句あり 3601 93814159 
先生の古稀を祝して)

7024 俳句短冊(瓢酔口口の開庵 36.5x6.0 6119 93814160 
を祝して)

7025 俳句短冊(瓢酔君梧調庵の 36.4X6.1 4177 93814161 
残披を祝す)

7026 俳句短冊(瓢口宗匠の立つ 36.3x6.0 裏鉛筆書「能登国七尾町守橋町 中生官三郎J 2655 93814162 
机をふきて)

7027 俳句短冊(瓢口君賀立机) 36.4x5.9 2792 93814163 

7028 俳句短冊(瓢口ぬしの開庵 36.5x6目l 6115 93814164 
をききて)

7029 俳句短冊(瓢口口か開庵を 36.4X6.0 2791 93814165 
ここほ口て)

7030 俳句短冊(畑芦山翁の還暦 36.5x6.1 裏「西京枯口口らるj 3596 93814166 
を祝して)

7031 俳句短冊(肌ぬいで) 36.2x6.0 「撰竹園田村吟J 6870 93814167 

7032 俳句短冊目露と・・'J 35.0X5.8 5422 93814168 

7033 俳句短冊「白魚や・ooJ 36.4x6.0 裏「鹿奴坪田口来J 3980 93814169 

7034 俳句短冊目雨や・ooJ 35.8x6.2 裏朱書「太田羊我丈j 5952 93814170 

7035 俳句短冊「梅雨久し・ooJ 36.3x6.0 0562 93814171 

7036 俳句短冊f乃里の花・ooJ 36.3x6.1 裏鉛筆書「本門{弗口議清風j 3528 93814172 

7037 俳句短冊(藤蓮) 36.3x6.0 4197 93814173 

7038 俳句短冊(藤井雅口の・・・) 35.4X6.0 3787 93814174 

7039 俳句短冊「灯にちかく・・・j 36.1 x6.0 1878 93814175 

7040 俳句短冊「投いれて…J 36.5x6.0 6969 93814176 

7041 俳句短冊f社若・・・J 36.5X5.9 3914 93814177 

7042 俳句短冊I椿かち・ooJ 35.3x6.0 0610 93814178 

7043 俳句短冊(追悼) 36.0X6.0 3751 93814179 

7044 俳句短冊(追憶) 36.1 X6.0 7106 93814180 

7045 俳句短冊「椎の花・・.J 36.2x6.0 0573 93814181 

7046 俳句短冊(椎亭氏開途之別 36.5x5.7 3934 93814182 
口)
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7047 俳句短冊「烏こ口す・..J 35.9x6.0 絹本裏鉛筆書「謂JJ::P r新案登録第六八四五 4038 93814183 
0競J

7048 俳句短冊「朝滝口...J 36.5x6.1 裏「廿七J 3785 93814184 

7049 俳句短冊「朝の問ハ・・・」 36.5X6.2 0592 93814185 

7050 俳句短冊(中秋) 35.9x6.1 4021 93814186 

7051 俳句短冊「暖やほころひ 36.I.X6.0 0035 93814187 

7052 俳句短冊「谷かけや・.'J 36.6x6.1 裏「大野傘狂朝暮老人J 5042 93814188 

7053 俳句短冊「只今口...J 34.8X5.9 3992 93814189 

7054 俳句短冊「瀧壷や・・.J 35.1 X5.1 5443 93814190 

7055 俳句短冊「瀧こして・・・」 36.1 X6.0 1782 93814191 

7056 俳句短冊「大空に・・.J 36.3x6.0 3940 93814192 

7057 俳句短冊(其葉・・・) 36.4x6.0 3961 93814193 

7058 俳句短冊「雪柳・・・J 36.3X6.0 3552 93814194 

7059 俳句短冊「雪にせを・..J 36.4x6.0 2669 93814195 

7060 俳句短冊(石山一見のとき 35.6x5.7 5417 93814196 
あたれのふりけれは)

7061 俳句短冊「水仙に・・.J 35.7X6.1 3968 93814197 

7062 俳句短冊「水に口まる…J 36.3X6.0 1979 93814198 

7063 俳句短冊「寝てから蚊...J 36.2 x6.0 1871 93814199 

7064 俳句短冊(松下のぬし下図 36.3x6.0 4759 93814200 
へ行に・・・)

7065 俳句短冊「松はふる・..J 35.5X5.7 3989 93814201 

7066 俳句短冊「松口口 36.2x6.0 裏鉛筆書「口風帖」 3949 93814202 

7067 俳句短冊「初霜の・・.J 36.0X5.7 5426 93814203 

7068 俳句短冊「春愁に・・.J 36.0X5.7 裏「口岡口石詩人J鉛筆書「春愁に疹く峰あ 1874 93814204 
りきずな断つ」

7069 俳句短冊(春興) 35.7X5.7 5959 93814205 

7070 俳句短冊「春の雪・・.J 36.6x6.1 3923 93814206 

7071 俳句短冊「春の口や・..J 36.2x6.0 2640 93814207 

7072 俳句短冊(祝残口1 36.3X6.0 4156 93814208 

7073 俳句短冊(祝関電) 36.4x6.0 2671 93814209 

7074 俳句短冊(祝開庵) 36.5X6.0 6120 93814210 

7075 俳句短冊(祝開庵) 36.5x6.1 6127 93814211 

7076 俳句短冊(祝口口) 35.5x5.9 2370 93814212 

」
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7077 俳句短冊(祝) 36.5x6.1 6124 93BI4213 

7078 俳句短冊(祝) 36.4x6目。 2721 93BI4214 

7079 俳句短冊(寿) 36.2x6.0 6566 93BI4215 

7080 俳句短冊(寿) 36.4x6.0 朱印「土佐口Jr九十二筆J 5057 93BI4216 

7081 俳句短冊(手向) 35.7x6.0 裏表に同じ俳句 6869 93BI4217 

7082 俳句短冊「手を口に・"J 36.3x6.0 「江戸宗道j 3955 93BI4218 

7083 俳句短冊「鴫鳴や・・.J 36.3x6.0 4003 93BI4219 

7084 俳句短冊「自・・・」 36.1 x6.1 3757 93BI4220 

7085 俳句短冊(試筆) 36.2x6.0 3779 93BI4221 

7086 俳句短冊「市中や・・.J 36.4x6.1 3997 93BI4222 

7087 俳句短冊I山寺を・・.J 36.3x6.1 4028 93BI4223 

7088 俳句短冊(堺町・・・) 36.3x6.0 2364 93BI4224 

7089 俳句短冊(歳暮)(春興) 36.3x5.9 7183 93BI4225 

7090 俳句短冊(婚稽賀) 36.2x6.1 3793 93BI4226 

7091 俳句短冊[香にたつや・"J 36.4x6.0 4159 93BI4227 

7092 俳句短冊(梧洞庵立机を祝 36.4x6.0 2735 93BI4228 
して)

7093 俳句短冊(梧洞庵を祝して) 36.4x6.0 2801 93BI4229 

7094 俳句短冊(梧調庵の初む口 36.4x6.0 7236 93BI4230 
口を祝して)

7095 俳句短冊(梧洞庵の閉廷を 36.5X6.0 4189 93BI4231 
祝して)

7096 俳句短冊(梧桐庵継号を祝 36.5x6.0 6117 93BI4232 
ひ侍りて)

7097 俳句短冊(梧桐口うじを祝 36.3x6.1 裏朱印「紀伊北牟婁郡二郷村松翠園鈴木 2681 93BI4233 
口) 琴涯J

7098 俳句短冊(梧口口先生の六 36.4x6.0 2672 93BI4234 
世残号を祝して)

7099 俳句短冊「五月雨や・"J 34.4x5.5 裳「闘更門辻嵐外」 5010 93BI4235 

7100 俳句短冊「枯枝に・・.J 36目1x6.0 0047 93BI4236 

7101 俳句短冊「月無くて…J 34.9x5.9 6874 93B14237 

7102 俳句短冊「月影は・・.J 35.5x5.7 5430 93BI4238 

7103 俳句短冊(月を待ける人の 35.8x5.3 5461 93BI4239 
口口にて)

7104 俳句短冊「月われに・"J 36.2x5.9 1914 93BI4240 

7105 俳句短冊「空に聾・・.J 36.5x6.0 6113 93B14241 
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7106 俳句短冊(去年の冬・・・) 36.2x6.1 3790 93B14242 

7107 俳句短冊(久しふりに…) 35.7X5.9 4034 93B14243 

7108 俳句短冊(吉田棋翁老君の 36.3x5.9 3600 93B14244 
西京へ引越し口ふ箆別に)

7109 俳句短冊「蟻ひとつ・・・j 35.6X5.2 7265 93B14245 

7110 俳句短冊「郭から口-・・」 31.Q.X5.9 3786 93B14246 

7111 俳句短冊「柿の木も…j 35.9X6.0 4005 93B14247 

7112 俳句短冊「外海や・・.J 35.5x6.0 1929 93B14248 

7113 俳句短冊「絵に見れば…」 36.3X5.3 裏「京Jf口て女Jf涯J 1918 93B14249 

7114 俳句短冊「海へはふ・ooJ 36.3X6.0 1877 93B14250 

7115 俳句短冊(賀梧洞庵酔口口) 36.4X6.0 裏「尾張国津島町瑞泉寺住相羽氏」 6118 93B14251 

7116 俳句短冊(賀開竜) 36.5x6.1 6125 93B14252 

7117 俳句短冊(賀開庵) 34.0x6.1 4180 93B14253 

7118 俳句短冊(賀) 36.3X6.0 裏「口口国丹羽郡今市場村岩田氏J 2802 93B14254 

7119 俳句短冊「蚊相撲の・・・j 35.3x5.1 5458 93B14255 

7120 俳句短冊f蚊の口口ゃ-・・j 36.2X6.0 裏「了J 3996 93B14256 

7121 俳句短冊「花時も ooJ 36.3X6.0 3842 93814257 

7122 俳句短冊「花ぴらの・ooJ 36.4X6.0 1859 93814258 

7123 俳句短冊「家口口を・ooJ 36.3x6.1 3744 93B14259 

7124 俳句短冊(夏山) 29.6x5.4 裏「近衛臆山満院基穂、公御染筆J鉛筆書「近衛 1917 93B14260 
基糠とあるは誤なるかJ

7125 俳句短冊(加茂にて) 36.1x6.0 3845 93814261 

7126 俳句短冊「何の木と…j 35.7X6.0 1763 93BI4262 

7127 俳句短冊「遠くある…J 34.0X6.0 6866 93814263 

7128 俳句短冊(燕) 36.3X6.0 裏「大槻盤渓先生筆Jf[姓名]大槻盤渓贈従 4812 93814264 
五位[生]享和元(一八0ー)年五月(江戸川没]
明治一一(一八七八)年六月一三日(七八)[称号]
名清崇、字士広、幼名六次郎・俊平等、
初号江陰[住所]盤水の第二子[流派]仙
台藩の儒者[その他]蘭学発達J

7129 俳句短冊「雨を待つ・ooJ 36.3X5.8 裏鉛筆書「桔帖J 1879 93B14265 

7130 俳句短冊「稲伐りや・ooJ 36.2 x6.0 0048 93814266 

7131 俳句短冊「稲荷ふ・・.J 36.3x6.0 4586 93814267 

7132 俳句短冊「井一つoo'J 36.3x6.0 裏鉛筆書「公重風帖J 3941 93814268 

7133 俳句短冊(逢口) 36.2X6.0 3811 93814269 

7134 俳句短冊「ょにまさる…j 36.4X6.0 裏鉛筆書「国草園J 3839 93814270 
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7135 俳句短冊fゆふ焼の・・・J 36.2X6.1 裏鉛筆書「国草園j 3837 93814271 

7136 俳句短冊「ゆふかすみ・・・j 36.1 X6.0 7411 93814272 

7137 俳句短冊fむらさきの…J 36.9X6.3 3966 93814273 

7138 俳句短冊『むかふ口口"'J 35.6X5.6 5415 93814274 

7139 俳句短冊「みなつ口ふ・"J 36.3x6.0 5943 93814275 

7140 俳句短冊「みつつけと…J 35.3X5.3 5468 93814276 

7141 俳句短冊(ふる年に春を口 34.5x5.7 5465 93814277 
る)

7142 俳句短冊「ふく口口…J 37.3X6.4 4588 93814278 

7143 俳句短冊「ひらく門に…j 36.4X6.0 2782 93814279 

7144 俳句短冊「ひやし瓜は・・・j 35.6x5.8 5427 93814280 

7145 俳句短冊「ひき臼の…J 36.3x6.0 6420 93814281 

7146 俳句短冊「はるの夜や・"J 36.2X6.0 1977 93814282 

7147 俳句短冊「たのもしく…」 36.2x6.1 裏「明治三十四とせJ 3754 93814283 

7148 俳句短冊「しりつ、も…」 36.5X6.0 裏「口口大史J 6901 93814284 

7149 俳句短冊にとし…) 36.3X6.0 4026 93814285 

7150 俳句短冊「けきといふ…」 36.1 X6.0 r [姓名]黄梅院大綱[没]万延元年(八九) 1922 93814286 
[住所]黄梅院住[流派]大徳寺[その他]
詩書画を能くし、特に和歌に長ずj

7151 俳句短冊「きて見よや・・・」 36.3X5.9 3850 93814287 

7152 俳句短冊(きつつきの・・・) 34.5X5.7 3819 93814288 

7153 俳句短冊「おぼろ夜や・・・j 36.3X6.0 6941 93814289 

7154 俳句短冊「おきなごを…j 36.5x6.0 裏「横田清兵衛順宣京都麹屋町口口勤王 2965 93814290 
家号参里J

7155 俳句短冊 r~ 、ふ事も "'J 34.8x5.4 裏鉛筆書「金令舎口口ノもの にハ天保十 1902 93814291 
一年残H[姓名]鈴木臆々 女[没]天保ー
三年三月二七日[流派]道彦の妻j

7156 俳句短冊 r~ 、さ宵や・ "J 35.3X5.5 0649 93814292 

7157 俳句短冊「口蓮や・・'J 35.4x5.8 4148 93814293 

7158 俳句短冊(口題) 36.1 x5.9 裏鉛筆書「家代J 3931 93814294 

7159 俳句短冊(口森氏の主こと 36.2X5.9 4758 93814295 
しはつ花の・・・)

7160 俳句短冊「口花と…J 35.5X5.5 5438 93814296 

7161 俳句短冊(口花) 36.0X6.0 3999 93814297 

7162 俳句短冊「口の今の・"J 36.4X5.9 6867 93814298 

7163 俳句短冊「口口芋を・・・』 36.4X6.0 4585 93814299 
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7164 俳句短冊(口口口に八月十 36.1 x5.7 5472 93814300 
五夜)

7165 俳句短冊(…のこたび聞庵 36.4X6.0 2685 93814301 
せらるを祝して)

7166 俳句短冊 36.4X6.0 2700 93814302 

7167 俳句短冊 36.4x6.0 2803 93814303 

7168 俳句短冊 36.4x6目l 3532 93814304 

7169 俳句短冊 36.5x6.1 3738 93814305 

7170 俳句短冊 36.4X6.1 3771 93814306 

7171 俳句短冊 35.7X6.1 3772 93814307 

7172 俳句短冊 36.3x6目l 3782 93814308 

7173 俳句短冊 35.9x5.9 3817 93814309 

7174 俳句短冊 36.2 x6.0 3977 93814310 

7175 俳句短冊 36.4X6.0 4168 93814311 

7176 俳句短冊 30.6x5.7 4659 

7177 俳句短冊 34.1 X5.6 5451 93814313 

7178 俳句短冊 35.9X5.8 6838 93814314 

7179 俳句短冊 36.0X6.l 6839 93814315 

7180 俳句短冊 36.1 x6.1 6860 93814316 

7181 俳句短冊 34.9x5.7 6879 93814317 

7182 俳句短冊 35.6x5.4 6918 93814318 

7183 俳句短冊 36.3x6.1 6944 93814319 

7184 俳句短冊 36.0X6.5 7038 93814320 

7185 俳句短冊 36.6x6.0 7076 93814321 

7186 俳句短冊 36目4X6.0表裏俳句あり 6861 93814322 

7187 俳句短冊 34.9X5.8 裏「口口国j 3825 93814323 

7188 俳句短冊 36.4X6.1 裏「芦口J 3766 93814324 

7189 俳句短冊 36.2X6.0 裏鉛筆書「風帖j 3948 93814325 

7190 俳句短冊 36.5x6.0 裏朱印I愛知県草尾張園知多郡加木屋入楓園久 2673 93814326 
能橋鶴印j

7191 俳句短冊 35.6x5.5 裏朱書「四十五Jf大沢」 3773 93814327 

7192 漢詩短冊「事山白雪城跡成 36.2X6.0 1317 93814328 

7193 漢詩短冊「暗察重恩J惟・・.J 36.3X6.0 0970 93814329 

7194 漢詩短冊「旅雁連雲・ooJ 36.8X5.4 表に日付「八月十八日j裏「表・ooJ 0468 93814330 
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7195 漢詩短冊(無事) 36.2x6.0 0965 93814331 

7196 漢詩短冊「非仙外併・・・」 36.2X6.0 6888 93814332 

7197 漢詩短冊「二十五絃・・・j 36.3x6.1 「治、歌客旧製」 3898 93814333 

7198 漢詩短冊(重陽) 36.3X6.0 1119 93814334 

7199 漢詩短冊(献扇) 36.3x6.1 4273 93814335 

7200 漢詩短冊(寄月契恋) 36.8X5.9 6886 93814336 

7201 漢詩短冊「閑客煮茶・・・J 33.5X5.7 6885 93814337 

7202 漢詩短冊 36.2x5.9 6880 93814338 

7203 漢詩短冊 36.4x6目。 6891 93814339 

7204 漢詩短冊 36.3X7.0 6991 93814340 I 

7205 消息短冊「益御機嫌能・"J 36.2x6.0 0183 93814341 

7206 書短冊f御天見J 36.0X6.0 表「孝明天皇御降誕の節の御料J裏鉛筆書「粛 1181 93814342 
藤拙堂J

7207 書短冊「口口からの・"J 36.4x6.0 6128 93814343 

7208 書短冊 36目ox5.8 「和宮御降嫁問題に関係ある公武諸家の和歌 5098 93814344 
短冊吉川観方氏蔵」

-409 





平成13年度収集収蔵品目録 19 
2004(平成16)年3月25日発行

編集
発戸福岡市博物館

n 
干814-0001福岡市早良区百道浜三丁目 1-1
TEL (092)845-5011 
FAX (092)845-5019 

印刷株式会社ナガシマ







平成13(2001)年度収集

収蔵品目録“・

2 0 0 4 

福岡市博物館

干814・0001福岡市早良区百道浜三丁目1・1
TEL(092)845・5011 FAX (092) 845-5019 

FUKUOKA CITY MUSEUM 
1・1・3Chome
Momochihama， Sawara-ku 
Fukuoka City 814・0001
Japan 


