
展示

番号

書名など 請求記号

1 娘敵討古郷錦（むすめかたきうちこきょうのにしき）　3巻合1冊　北尾政演画　安永9（1780）

913.57/SA1-8//H

（水野本）

2 三筋緯客気植田（みすじだちきゃくのきうえだ）　3巻合1冊　北尾政演画　天明7（1787） 913.57/10//H

3 甚句／義経　真実情文桜(しんじつせいもんざくら) 　3巻合1冊　北尾政演画　寛政元（1789） 913.57/11//H

4 孔子縞于時藍染 (こうしじまときにあいぞめ) 　3巻3冊　北尾政演画　寛政元（1789） 個人蔵

5 一百三升芋地獄(いっぴゃくさんじょういもじごく) 　2巻2冊　寛政元（1789） 913.57/32//H

6 三河島御不動記(みかわじまごふどうき) 　2巻合1冊　寛政元（1789） 913.57/SA1-9//H

7 山鶗鴂蹴転破瓜(やまほととぎすけころのみずあげ) 　3巻合1冊　北尾政美画　寛政2（1790） 913.57/8//H

8 廬生夢魂其前日(ろせいがゆめそのぜんじつ)　 3巻3冊　北尾重政画　寛政3（1791） 913.57/SA1-77//H

9

実語教幼稚講釈(じつごきょうおさなこうしゃく) 　3巻合1冊　勝川春朗（葛飾北斎）画

寛政4（1792）

913.57/19//H

10

新板替道中助六(しんぱんかわりましたどうちゅうすけろく)　 3巻合1冊　鳥居清長画

寛政5（1793）

913.53/SA1-6//H

11 堪忍袋緒〆善玉(かんにんぶくろおじめのぜんだま) 　3巻合1冊　北尾重政画　寛政5（1793）

913.57/SA1-11//H

（水野本）

12 諺下司話説(ことわざげすのはなし)　3巻合1冊　北尾重政画　寛政8（1796） 099.5/87-11//D

13 東海道五十三駅 /人間一生五十年　凸凹話(たかびくはなし) 　3巻合1冊　寛政10（1798） 913.57/12//H

14 弌刻価万両回春(いっこくあたえまんりょうかいしゅん) 　3巻合1冊　北尾重政画　寛政10（1798）

913.57/SA1-13//H

（水野本）

15 五体和合談(ごたいわごうものがたり) 　3巻合1冊　歌川豊国画　寛政11（1799） 913.57/SA1-78//H

16 這奇的見勢物語(こはめずらしいみせものがたり) 　3巻3冊　北尾重政画　享和元（1801） 913.57/SA1-79//H

17

延命 / 長尺　御誂染長寿小紋(おんあつらえぞめちょうじゅごもん) 　3巻合1冊　喜多川歌麿画

享和2（1802）

913.57/SA1-81//H

18 通気智之銭光記(つきじのぜんこうき) 　3巻合1冊　享和2（1802） 913.57/20//H

19

諸色 / 買帳　呑込多霊宝縁起(のみこんだれいほうえんぎ) 　3巻合1冊 　北尾重政画

享和2（1802）

913.57/16//H

20 怪談摸摸夢字彙(かいだんももんじい) 　3巻合1冊　北尾重政画　享和3（1803） 913.57/SA1-80//H

21 作者胎内十月図(さくしゃたいないとつきのず) 　3巻合1冊　北尾重政画　文化元（1804）

913.57/SA1-18//H

（水野本）

22

薩摩下芋兵衛 / 砂糖団子兵衛　五人切西瓜斬売(ごにんぎりすいかのたちうり) 　3巻1冊

栄松斎長喜画　文化元（1804）

913.57/18//H

23 四遍摺心学草紙（しへんずりしんがくぞうし）　　3巻合1冊　曲亭馬琴作　北尾重政画　寛政8（1796） 913.57/TA1-60//H

24

曲亭一風京伝張(きょくていいっぷうきょうでんばり) 　3巻合1冊　曲亭馬琴作　北尾重政画

寛政13（1801）

913.57/TA1-62//H

没後200年　山東京伝展   出展リスト
没後200年　山東京伝展   出展リスト没後200年　山東京伝展   出展リスト
没後200年　山東京伝展   出展リスト

黄表紙
黄表紙黄表紙
黄表紙

洒落本
洒落本洒落本
洒落本
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25 息子部屋(むすこべや) 　1冊　天明5（1785）　京山朱筆書入れ本 092.5/58-3//H

26 客衆肝照子（客衆肝膽鏡）(きゃくしゅきもかがみ) 　1冊　天明6（1786） 099.3/90//D

27 総籬(そうまがき) 　1冊　天明7（1787）　京山朱筆書入れ本 092.5/58-4//H

28 総籬(そうまがき) 　1冊　天明7（1787）

913.53/SA1-4//H

（水野本）

29 総籬(そうまがき) 　1冊　天明7（1787） 099.5/87//D

30 古契三娼(こけいのさんしょう) 　1冊　天明7（1787） 099.5/87-2//D

31 古契三娼(こけいのさんしょう) 　1冊　天明7（1787） 099.3/88//D

32 傾城觿(けいせいけい) 　1冊　天明8（1788） 099.3/86//D

33 新造図彙(しんぞうずい)　 1冊　寛政元（1789）

913.53/SA1-2//H

（水野本）

34 新造図彙(しんぞうずい) 　1冊　寛政元（1789） 099.3/86//D

35 志羅川夜船(しらかわよぶね) 　1冊　寛政元（1789） 099.3/90//D

36 繁千話(しげしげちわ) 　1冊　寛政2（1790） 099.3/88//D

37 傾城買四十八手(けいせいかいしじゅうはって) 　1冊　寛政2（1790）　京山朱筆書入れ本 092.5/58-5//H

38 仕懸文庫(しかけぶんこ)　 1冊　寛政3（1791）　京山朱筆書入れ本 092.5/58-2//H

39 娼妓絹籭(しょうぎきぬぶるい) 　1冊　寛政3（1791）　京山朱筆書入れ本 092.5/58-1//H

40 錦之裏(にしきのうら) 　1冊　寛政3（1791） 099.5/87-10//D

41 新吉原細見(しんよしわらさいけん)　1冊　喜三二序・四方山人跋　天明3春（1783） 個人蔵

42 新吉原細見(しんよしわらさいけん)　1冊　天明5春（1785）

384.9/40//H

（水野本）

43 新吉原細見(しんよしわらさいけん)　1冊　寛政5春（1793）

384.9/42//H

（水野本）

44 吉原新宅普請／遊君座敷正写　廓の雅室(さとのわかむろ) 　2枚　天明5（1785） 個人蔵

45 狂歌觽初編(きょうかけいしょへん)　1冊  式亭三馬編　享和3（1803）

911.19/40//H

（水野本）

46 狂歌師細見(きょうかしさいけん)　1冊  平秩東作著　天明3（1783）

911.19/43//H

（水野本）

47 四方の巴流(よものはる) 　1冊  狂歌堂真顔撰　寛政5（1793）

911.19/45//H

（水野本）

吉原細見
吉原細見吉原細見
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48 岩井櫛粂野仇討(いわいぐしくめののあだうち)　半紙本7巻合1冊　歌川豊国画　文化5（1808）

913.57/SA1-7//H

（水野本）

49 岩井櫛粂野仇討(いわいぐしくめののあだうち) 　中本7巻合1冊　歌川豊国画　文化5（1808）

913.57/SA1-7/B/H

（水野本）

50 累井筒紅葉打敷(かさねいづつもみじのうちしき) 　8巻2冊　歌川豊国画　文化6（1809）

913.57/SA1-39//H

（水野本）

51

松梅竹取談(まつとうめたけとりものがたり)　半紙本前帙上冊3巻1冊　歌川国貞画

文化6（1809）

913.57/SA1-4//H

（水野本）

52 松梅竹取談(まつとうめたけとりものがたり) 　15巻3冊　歌川国貞画　文化6（1809）

913.57/SA1-4/B/H

（水野本）

53

糸桜本朝文粋(いとざくらほんちょうぶんずい)　 6巻合1冊（校合本）　鳥居清峯画　文化7（1810）

京伝自筆校合本

913.57/SA1-

38/B/H（水野本）

54 糸桜本朝文粋(いとざくらほんちょうぶんずい) 　12巻3冊　鳥居清峯画　文化7（1810）

913.57/SA1-38//H

（水野本）

55 朝茶湯一寸口切(あさちゃのゆちょっとくちきり)　 6巻2冊　歌川豊国画　文化9（1812）

913.57/SA1-62//H

913.57/SA1-62/B//H

（水野本）

56 今昔八丈揃(いまはむかしはちじょうぞろえ)　 6巻2冊　歌川豊国画　文化9（1812）

913.57/SA1-66//H

（水野本）

57 今昔八丈揃(いまはむかしはちじょうぞろえ) 　6巻合1冊　歌川豊国画　文化9（1812）

913.57/SA1-2//H

（水野本）

58 二人虚無僧(ふたりこむそう)　9巻3冊　歌川豊国画　文化9（1812）

913.57/SA1-64//H

（水野本）

59 薄雲猫旧話(うすぐもがねこのふること) 　6巻合1冊　歌川国貞画　文化9（1812）

913.57/SA1-60//H

（水野本）

60 安達原氷之姿見(あだちがはらこおりのすがたみ) 　6巻合1冊　歌川豊国画　文化10（1813）

913.57/SA1-59//H

（水野本）

61 濡燕子宿傘(ぬれつばめねぐらのからかさ)　 6巻合1冊　歌川豊国画　文化11（1814）

099.2/71//D

（913.57/SA1-56/B/H

　水野本）

62 磯馴松金糸腰蓑(そなれまつきんしのこしみの) 　6巻合1冊　歌川豊国画　文化11（1814）

913.57/SA1-54//H

（水野本）

63 袖之梅月土手節(そでのうめつきのどてぶし) 　7巻合1冊　歌川豊国画　文化14（1817）

913.57/SA1-48//H

（水野本）

64 気替而戯作問答(きをかえてけさくもんどう) 　6巻合1冊　歌川豊国画　文化14（1817）

913.57/SA1-49//H

（水野本）

65

家桜継穂鉢植(いえざくらつぎほのはちのき) 　6巻合1冊　前編歌川豊国・後編渓斎英泉画

文政4（1821）

913.57/SA1-51//H

（水野本）

66

奴勝山愛玉丹前(やっこかつやまむすめたんぜん) 　3巻1冊  山東京山作　歌川豊国画

文化8（1811）

913.57/SA2-3//H

（水野本）

67

山洞流悪玉狂言(さんとうりゅうあくだまきょうげん) 　3巻1冊  浮世喜楽（橋本徳瓶）作

歌川国丸画　　文政4（1821）

099.2/71//D

68 復讐奇談安積沼(ふくしゅうきだんあさかのぬま)　5巻合1冊　北尾重政画　享和3（1803） 913/S1-2//D

69 優曇華物語(うどんげものがたり)　5巻7冊　喜多武清画　文化元（1804）

913.56/SA1-3//H

（水野本）

70 善知安方忠義伝(うとうやすかたちゅうぎでん) 　5巻6冊 　歌川豊国画　文化3（1807） 913.56/SA1-5//H

71 小説奇言(しょうせつきげん) 　5巻5冊  岡白駒訳　宝暦3（1753）

923/36//H

（水野本）

合巻
合巻合巻
合巻

京伝の読本
京伝の読本京伝の読本
京伝の読本
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72 初役金烏帽子魚(はつやくこがねのえぼしうお)　1冊　十返舎一九画　寛政6（1794）

913.57/SA1-24//H

（水野本）

73 腹筋逢夢石(はらすじおうむせき)　2冊 　歌川豊国画　文化7（1810） 913.55/11//H

74 小紋裁(こもんざい)　1冊　天明4（1784） 913.55/12//H

75 小紋新法(こもんしんぽう)　1冊　天明6（1786） 913.55/8//H

76 小紋雅話(こもんがわ) 　1冊　寛政2（1790） 913.55/9//H

77 絵本宝七種(えほんたからのななくさ) 　1冊　山東京伝序　北尾重政画　享和4（1804） 913.53/SA1-7//H

78 近世奇跡考(きんせいきせきこう)　5冊　文化元（1804） 個人蔵

79 骨董集(こっとうしゅう)　3巻4冊　文化11・12（1814-5） 個人蔵

80  無垢衣考(むくいこう)　1冊　文化13（1816）

210.09/SA1-1//H

（水野本）

81 戯作六家撰(げさくろっかせん)　1冊  岩本活東子著　明治13写（1880） 913.5/141//H

82 伊波伝毛乃記(いわでものき)　1冊  曲亭馬琴著  明治年間写 092.5/62//H

83 狂歌短冊(きょうかたんざく) 　1枚 個人蔵

84 巴山人魂の酒宴(はさんじんたましいのしゅえん) 　1軸　寛政2（1790） 個人蔵

85 悪玉図(あくだまず) 　1軸　寛政10（1798） 個人蔵

86 野郎歌舞伎踊りの図(やろうかぶきおどりのず)　文化13（1817） 個人蔵

87

本蔵女ぼうとなせ　尾上菊五郎(ほんぞうにょうぼうとなせ　おのえきくごろう) 細判錦絵

北尾政演画　安永9（1780）

個人蔵

88

四代目沢村宗十郎死絵(よだいめさわむらそうじゅうろうしにえ) 大判錦絵　歌川国貞画

文化9（1812）

個人蔵

89 四代目瀬川路考死絵(よだいめせがわろこうしにえ) 大判錦絵　歌川豊国画　文化9（1812） 個人蔵

※山東京伝の著作は作者名を省略しています。
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伝記
伝記伝記
伝記


