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国立国会図書館所蔵・

近世日本画譜目録

相　島 宏

　　　　　　　　　　　　　　　　はじめに

　文人画家号大雅の「梅地平清図」は，黄三池編『八種画譜』（明代［1368－1661］，

8巻）から，俳人で文人画家でもあった与謝蕪村の「四季耕作図屏風」の一部が三三

錫・三聰校『顧氏画譜』（1603，4帖）から，また，これは中国の画譜からの引用例で

はないが，秋田藩の蘭画家小田野直武の「ライオン図」はヨンストンの『動物図譜』

からの引用であることなどは，すでに先人によって指摘されているところである。絵

画がすべて独創であるとは限らず，三三であることがしばしば見受けられることの証

でもあろう。

　また，和歌における表現方法のひとつに「本歌取」があるが，絵画においても先行

するそれからそのイメージを自分の絵に取り入れ，絵を完成させるとき，その「先行

する絵画」が画譜である場合が多い。このように画譜はゴ絵画のモチーフとして借用

される特性を有している。’ 謨?ﾍ1本来絵画の手引書としての性格が強いので，この・

ようなことは当然と言えば当然であろう。馳

　画譜はもともと中国で生まれ，淵源は三代にまで遡ることが可能であるが，盛況を

見るようになったのは明代も後半になってからである6嘉靖年間（1522－66）後半に，

高松が編纂した「三三」「蘭譜」「三三」「梅譜」及び「三毛譜」からなる5種類の花鳥
　　　　　　　　　　　　　
画譜がその先駆けと言われる。以後，万暦25年（1597）刊の周履靖編『画藪』，同31年

（1603）刊の弓柄編『顧氏画譜』，天啓7年’　（1627）刊の胡正言編『十竹回書画譜』，・

三代に入って康煕18年（1678），年三編『芥子三三伝』が刊行されるに及んで，中国に

おける画譜の出版はその極みに達した。

　中国で出版された画譜は，当然日本へも将来され，やがて日本で翻刻・出版され・る

、ようになろ．た。寛永7年置1630）刊と言われる一『四種画譜』，元示紅5年（1702）刊の楊

弓三編『図絵宗舞』・宝暦3年（1753）刊の『芥子園叩伝』存どがその例である・．こう

した状況のもと，中国の画譜に倣って日本独自の画題や描法による和製の画譜を創作

しようとする気運が発生するのは当然の成行きである。

　日本人による本格的な画譜の創作・出版は享保年間（1716－35）からで，享保5年
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（1720）刊の旧館国画・『絵本写宝袋』，高木貞武画’『画図拾遺』，・大岡春卜画『画品筆

鋒』，翌6年の林守旧画『三三』あたりが先駆けと言えるであろう。似後、明治た至る

まで多くの画家たちによって綿々と描かれ，出版され続けた。

国立国会図書館では，その朝の囎の書舗賦に多く』のこれら三三回し・

今に伝えているにも拘らず，これまで江湖に聞こえているとぽ言い難い状況であった。

よってここに目録作成を試みることとした。関心をお持ちの方々にご利用いただけれ

ば幸いである。

　なお，もとより非力である・うえに忽々の間の調査でもあるので1遺漏多きを回れる．。1

ひとえに大方の高教を二つ。

注

小林宏光氏「中国画譜の舶載，翻刻と和製画譜の誕生」（『近世日本絵画と画譜・絵

手本展〈II　〉’一名画を生んだ版画一』tt町由市立国際版画美術館編・刊　1990．．

p．106～123所収）

凡　　例

1．この目録には，’平成10年末現在，国立国会図書館が所蔵する，江戸期に日本人に

よって描かれた画譜約170点を収めた。

2．作画が江戸期で，明治以降に初版が刊行されたものは採録したが，明治以降に再

版，四刻，複製出版されたものについては除いた。　　．　・　　，　　　　、

3．配列は著者（画家）の五十音順とした。著者名のないものは著者名のあるものの

後に，書名順に配列した。1 @　　　．
4．共著の場合は，それぞれあ著者のところに重複して採録した。

5．著者名として画家名と編者名がある場合は，画家名を採った。

6．画家名が複数で編者がある場合は，編者を著者名に立てた。

7．記述内容及び順序は，書名，巻数，著者名，’出版地e．出版者，出版年，冊数，大

　きさ・e注記，請求記号とした。

8．一多色刷は色刷・多色を用いた写本は三彩とした・特に表記しないのは三三・或は

　畢による写本である。

合川眠和

　二神画譜合川眠和　阪府　前川善

　　兵衛　文政2（1819）．1冊　24．1×

　　17．5cm　〈235－5＞
朝比奈夕顔

　花鳥画式　朝比奈夕顔（鐘山）著　東

都岩戸屋喜三郎〔ほか〕文化
11（1814）　1冊26．6×17．7cm

　　　　　　　〈166－126，　212－138＞

池大雅　　　　　　　　　　’

　大雅堂画譜　西京　林芳兵衛文化

　　『元（1804）　1帖　29．5×19；8cm
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色刷 〈192－40＞

磯田湖竜斎　　　　　　　　・

　混雑倭草画　3巻東都　前川木左
　　衛門　天明3（1783）　3冊（合1冊）

　　27．0×18．2qm　　　　　　＜181－202＞

上田弓長

　弓長画譜　前・後編．大阪本屋吉兵

　　衛〔ほか〕天保5（1834）一中永3

　　（1850）4冊24二6×17．7cm呉
　　橋徳兵衛彫刻　色刷　　〈181－258＞

　公長略画tt文久3　．．（1863）．序　24．6×

　　17．7cm・色刷　　．　　＜181－258＞

　水雲略画　上田前前画’大阪　河内

　　屋喜兵衛〔ほか〕嘉永3（1850）　1

　　冊25．2×17．9cm色刷
　　　　　　　〈183T493，　183－493／＞’

後山自力

　歯面捷径　後山磁力撰　京城　吉田

　　治兵衛〔ほか〕　天保7（1836）　1冊

　　26．p×18．Icm　〔応挙，1五三王三等

　　の画〕色刷　　　　　　≦189－156＞

歌川国論（二世）　　　．

　浮世追手本歌川並東京全一堂
　　明治13（1880）　1冊17．8×12．Ocm

　　色刷　　　〈YDM69501（特41－658）〉

歌川貞秀

　海陸道中画譜　橋本玉蘭斎画　江戸

　　轡型幸三六〔ほか〕元治元（1864）

　　序一1冊’18．0×12．lcm色刷

　　　　　　　　　　　　〈W286－2＞

歌川広重（初世）

　浮世画譜三編　名古屋　片野東四
　　郎〔ほか〕1天保年間（1830－43）〕　1

　　冊　22．5×15．4cm　渓斎英泉『渓斎

　』浮世画譜　初・t編』と合冊

　　　　　　　　　　　〈18Y122＞

絵本手引草初篇　一振斎広重筆
　笑懸屋細入〔嘉永年間（1848－53）〕『

　1冊18．1×12．Ocm色刷
　　　　　　　　　　　く148－47＞

草筆画譜　初編～四編　一丁斎広重

　筆錦昇堂嘉永元（1848），一4．

　（1851）序4冊48・2×12・Ocm
　色刷噛　　　　　　　　”、〈182－346＞

草筆墨画　東都　山元金兵衛〔ほか〕

明和3（1766＞、、3冊（合1冊）26・

8×18・1・m、関根新三三彫刻

　　　　　　　　　　　〈181－263＞

広重画譜　3巻』立斎広重筆東
　京博文館明治27（1894）3冊
　17．9×12．otm　色刷

　　　　　　〈YDM70420　（66－131）〉

歌川広重（二世）’

　諸：壁画通初編　車影広重画松林

　　堂　文久3（1863）序　1冊　18．2×

　　12．1cm　色刷’　　　　〈199－262＞

歌川芳盛

1草木画譜　一光斎芳盛筆　東都　保

　　二二　文久3（i863）序　1冊　18．

　　1×12．Ocm一色刷　　　〈特1－2806＞

大岡春川

　絵本福寿草　3巻　法橋春川画　東

　都　須原屋茂兵衛　元文2（1737）序

　　3冊25．8×18．lcm題策書名：

　　草花式　初～3編．　　〈特1－407＞

　絵本福寿草　［3巻］法橋大岡春川㌔

　　画摂陽浅野伊助〔ほか〕’宝暦5・

　　（1755）　3冊（合1冊）26．0×18．

　　5c血　書名は題籏による　藤村善右

　　衛門彫刻，　　　tt　＜特1－626＞

　絵本福寿草中巻〔刊年不明〕『1
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x

冊　27．0×18．8cmL　　〈特1－319＞

．大岡春卜

　『画巧潜覧　6巻　法眼春卜雪肌編

　　大阪　敦賀二九采衛　元文与（1740）

　　6冊26．7×17．7cm村上源右衛
　門周多亥IJ　　　　　　　　　　　　　　〈143－10＞

旧史会要5巻　大岡春卜輯　寛延

　4（1751）　5冊24．5×18。Ocm．

　　　　　　　　　　　〈189－236＞

画品筆鋒　6巻大岡春卜纂、大坂
　　　　　　　　　　享保5（1720）

　　　　　　　　26：3×18．2cm版

　　　　　　　画本手鑑　村上源右

　　　　　　　　　　　〈209－725＞

　　　　　　　大岡春卜纂　大坂

　　　　　　　　　　宝暦3（1753）

　　　　　　　　27．5×18．3cm　山

　寺田与右衛門（ほか〕

　’6冊（合2冊）

　心書名，序題’：

　衛門彫刻

丹青錦嚢　6巻
　鳴井茂兵衛〔ぽか〕

　6冊（合3冊）

　本喜兵衛，藤村善右衛門彫刻

　　　　　　　　　　　く181－266＞

卜翁新画　5巻　大岡春卜画　江戸

　西村源六〔ほか〕宝暦3（i753／　5

　冊（合1冊）27．2×18．2cm

　　　　　　　　　　　〈210－373＞

明朝生動画園　3巻　春卜一翁摸

　京都　菱屋孫兵衛　延享3（1746）序

　3冊（合1冊）26．0×17．9cm　書

　名は版心による。題簸書名：明朝紫

　硯　色刷　　　　　　　　「〈丑一48＞，

和漢名画苑　6巻　法眼春卜一翁纂

　江戸　須原屋伊』入寛政9（1797）

　6冊25．4×17．8cm　　〈144－50＞

大岡道信

　押絵手鑑　3巻　大岡道信画　大阪

　　渋川清右衛門　元文元（1736）　3冊

　　（合1冊）26．5×18．4cm藤村善

　　右衛門彫刻　、‘　　　≦210－372＞

大西椿年

　旧誼画譜　大西椿年三　江戸　大坂’

　　屋源兵衛〔ほか〕　天保5（1834）　1　，

　　冊26．6×17．8cm色刷＜219－56＞

大原東野
　名数画譜　，3巻付1巻　大原民平編

』一 W，若山、帯屋伊兵衛〔ほか〕・文化

　　7（1810）、4冊25．8×17．、6cm

　　市田治良兵衛，松井忠蔵，藤江九兵

　　衛，井上治兵衛彫刻

　　　　　　　　　〈115－17，　841－59＞

岡田閑林

　閑話画Ptt　．’岡田二二画　弘化元（1844）

　　序　2冊（合1冊）　27．8×18．4cm

　　後藤鍋吉彫刻　篠田芳太郎印刷　一

　　三色刷　　　　　　　．　　〈224r20＞

尾形乾山

　乾出遺墨．尾形晶晶画　酒井抱一編

　　江戸　山崎屋清七〔ほか〕〔凶年不明〕

　　1冊24．5×17．5cm色刷
　　　　　　　　　　　　〈181－183＞

尾形光琳

　光琳画譜　3巻　皇都須磨勘兵衛
　　〔刊年不明〕　3冊（合1冊）24．0×

　　17βcm．　　．〈三一24，106－261＞

　光琳新撰三図．2巻　元治元（1864）

　、序　2冊　25．3×18．5cm・清水柳三，

　　彫刻　　　’　一　　　＜144－46＞

　：光琳百図　〔前編〕，後編　4巻　尾形

　　光琳画・酒井抱一際　文化12（1815）

　　一文政9（1826）　4冊（合2冊）

　　22．5×17．8cm　〈118－1．　W166－41＞

　光琳漫画　尾形光琳画　江戸　角丸

　　屋甚助〔ほか〕文化14（1817）　1

　　冊22．7×15．8cm　〈244－293＞

　光琳道しるべ　皇都　菊屋喜兵衛〔ほ・．
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　か〕文化15（1818）　1冊　26．5×

　・8・4・m　　、くわク21一・〉

小由海量・

　海倦画譜　文久元（1861）　3冊（合1－

　冊）26．7×17．1cm　海仙庵蔵板

　　　　　　　　　　　〈124－133＞

　十入描法　〔江戸後期〕写’1冊　24．・

　8×17．5cm　書名は題簸による。

　　　　　　　　　　　　〈や一38＞

三等平岡

、一V画譜it島一老画画仙堂女

　政6（1823）1冊22．7×15．8cm
　色刷　　　　　　　　　　　〈ペー35＞

　略画職人尽葛肺文々三編　岳亭定
　’岡三　詞花堂　文政9（1826）　1冊

　22・3×15・5cm色刷、脚一109＞

葛飾北斎（初世）

　今様櫛籍雛形東都藤屋宗兵衛
　天保12（1841）補刻　1冊　12．2×

　18．Ocm　，　〈839－169，　7－334＞

　画本彩色通　一・二編　江戸　山口屋

　藤兵衛〔ほか〕　弘化・5（1848）　2冊

　20．3＊14．3cm　〈107L320＞
　画本彩色通　三編　三戸　山口屋下

　兵衛〔ほか〕　弘化5（1848）　18．3×

　12　．　9cm　　　　　　　　　＜182－77＞

画学両三山水草木灘立好三筆人

　物鳥獣東都北斎戴三筆　尾陽　永楽

　屋東四郎　〔刊年本明〕　1冊　26．

　1×17．9cm　色刷　’　　くか一49＞

　道中画譜　前北斎為t画尾張　東

　壁堂　〔刊年不明〕　1冊22．7×
　15．6cm・色刷　くわ一28，　W166－16＞

富獄裡景初，；，三編葛飾北斎画
　尾州　永楽屋東四郎　天保5（1834）

．序二天保6（1835）序3冊22・8×’

　　　　15．7cm三編江川仙太郎彫刻
　　　　三編2色刷　　　　　　’〈166－62＞

　　　北斎画聖・文化元（1804）序　1冊26．7

　　　　×18．3cm　一　〈102－192＞
　　　北斎画譜文政3（1820）序　1冊26．0

　　　　×16．Ocm　2色刷　　　．〈166－107＞．

　　　・北斎画譜　〔刊年不明〕　2舟　22．

　　　　・6×15．7cm　2色刷　　　〈244－296＞

　　　北斎人物画譜　葛飾北斎画　東京

　　　　山静堂明治16（1883）1冊18・l
　　　　O×　12．Ocm　一

　　　　　　　　　〈YDM70484（特41－707）〉，

　　　北斎漫画初編～十E編　尾陽　東

　　　　壁堂　〔文化11（1814）〕一明治11

　　　　（1878）15冊　24．5×16．Ocni一

　　　　三色刷　　　〈YDM70488　’（109－120）〉

　　　北斎漫画早指南　葛飾北斎画　東京

　　　　富山堂明治25（1892）　1冊18．
　　　　2×12・’　1．cm〈YDM7。489（特、、一，。9）〉

　　　北斎略画　東京・大川錠吉　明治
　　　　20（1887）　1冊「17．6×12．Ocm

　　　　　　　　　〈YDM70490（特41－710）〉

　　　卍翁草築画譜、東都　金幸堂　天保

　　　　14（1843）1冊22．0×15．6cm
　　　　鈴木栄次郎彫刻　　　．　〈106－294＞、

　　加藤文麗

　　　三輪避2巻内轍陽撰東都
　　　　若林清兵衛安永8（1779）　2冊
　　　　　（合1冊）26．8×18．4cm・竹内平

　　　　四郎彫亥L　一部魚刷　　　〈195－129＞

　　狩野探幽
　　　野馬画譜』狩野探幽栖原一理摸徳

　　　　島　小川知白堂　明治14（1881）　1

　　　　冊21．7×15．4cm
　　　　　　　　　〈YDM69617　（k42－264）〉

　　　凋四百鵤5巻鰐側石・
一’ T　一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　、・　』噛　　　　ぺ

　仲子守範写　享保13（1728）－4冊’　　　　　　　　　〈YDM69722（4“65）〉

　　（合2冊）24．9×17・6cm〈丑一46＞　　暁斎泥画　2巻　河鍋暁斎画』東京
．聚珍画帖　’3巻　狩野探幽幽　石川　　　　武田伝右衛門　明治14（1881）　2帖「

　大浪摸写　享保2（1802）序　3冊　　　　22．5×14．2cm　色刷
　29．0×21．2cm・色刷　　　・〈せ一6＞　　　　　　　　　　〈YDM69723’（←31）〉

三略画帖　3巻狩野帰幽画　古筆　　　暁斎略画　河鍋暁斎著　東京　山崎

　了意撰名古屋　井筒屋文助〔ほか〕　　　清七　明治14（i881）　1冊　22．4×

　安政2（1855）　3冊30．1×21・O．　　15．Ocm　　　〈YDM69724（6－37）＞

　cm　皓月堂蔵版　見返し，「題簸書

，bli？121．lcin’’’’”　”　〈234一，6S，　iee　12’5X17’5CM　’E1！‘i．il，，，Lg，，

狩野常信
　　　　　　　　　　　　　　　　　　河村文鳳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄双画本辺南岳河村文照覧　花鳥画譜　続篇、後篇　大阪青木嵩

　　山堂一明治28（i895）　2冊26．8×
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都　吉田屋新兵衛・〔ほか）”文化8、．

　　衛〔ほか〕天明7（1787）　3冊（合　　　　　　　　　　　　　　　〈213ゐ？9＞

　　1冊）24．9×17．4cm　　〈138－45＞　　漢画指南・二編　3巻皇都菱屋

　　喜兵衛〔ほか〕明治14（1881）珊　源7台郎、文化6（、8。9＞4冊（合2
　　・15．6×9　．・　6cm　色刷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊）26．0×16．1cm　井上治兵衛彫
　　　　　　　くYDM69717（特59－835）〉

嚇濃鼠河鍋剥取京誠工・轟轟階下者K吉田崖羅
　　堂明治13（1880）　1冊22．0×　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ほ加支化13（1816）　1冊26．
　　15・0・m＜YDM69719（tl｛F42’273）＞　0×、6．1。m端本　くt24一、4S＞

　暁斎難民　3編　河鍋暁斎鍬　東京
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南岳文鳳手競画譜　南岳・二丁二丁
　　潮型探新書房　明治15（1882）一

　　　　　　　　　　　　　　　一6L



　井上治兵衛彫刻　．　　　＜102－56＞

文鳳麓画、文殿駿声画　任継　永楽

　屋東四郎　寛政12（1800）序，1冊

　22．6×・15．7cm　色刷　　　＜840－62＞

河村眠雪

　百富士・4巻江戸
　．カ》〕　明白08（1771）

　　27．1×17．7eM　・

　百富士　〔刊年不明〕

　　18．Ocm　’

西村源六〔ほ

4冊（合2冊）

　　〈111－43＞

4冊　26．5×

　　＜140－56＞

喜多武清

　可蕎恐縮　喜多武清原図　喜多武一

　　臨摸　〔江戸〕須原屋佐助安政6

　　（1859）序1冊24．8×17．2cm
　　色刷　　　　　　　　　　〈237－63＞－

’北尾政美

　魚貝略画式　恵斎画　申野洲　〔一年

　　不明〕　1冊　26．2×18．Ocm　色刷
　　　　　　　　　　　　　〈241－102＞

　惹二二画名古屋永楽屋車四郎　〔刊

　　年不明〕　1冊22．7×15．7cm色
　　届iJ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜127－107＞

　諸職理研1北尾惹斎画　東都　須原屋

　　市兵衛　寛政6（1794）　1冊　25．3

　　×17．8cm　春風堂野代柳湖彫刻

　　　　　　　　　　　　　く181－256＞

　諸職画譜　慧斎北尾政美画　東都

　　須原屋市兵衛1寛政6（1794）　1冊

　　26．0×i8．1cm’春風堂野代柳湖彫

　　刻　，　　　　　　　　　＜京L48＞

　心機一掃　3巻　惹斎筆　名古屋
　　片野東四郎〔ほか〕．〔明治刊〕　3冊

　　　（合1冊）26．3×18。4cm

　　　　　　　　　　　　　＜104－38＞

　　人物略画式　惹斎紹真画　東都　須

　　原題市兵衛寛政7（1795）　1冊

26．7×18．1cm一部色刷　野代柳

　湖彫刻　（口絵1　参照）
　　　　　　　〈231－238，　W166－27＞

人物略画式　江戸・須原屋－市兵衛一寛

　政9（1797），1冊26．3×1719cm

　　　　　　　　　　　〈241－101＞

人物略画式東都須原屋市兵衛「寛

政11（1799）26．5×18．2cm　鳥獣

　略画式と合冊　　　　　〈213－416＞

鳥獣略画式　慧三筆　江戸　須原屋．

　市兵衛寛政9（1797）　1冊26．

　5×18．2cm春風堂野代柳宿彫刻
　色刷ttt書名は題簸による〈213－416＞

略画式　惹斎画『大阪　秋田屋太右

　衛門’〔ほか〕　1冊24．7×17．7cm

　色刷　春風堂野代三三彫刻

　　　　　　　　　　　〈205L240＞

玉翠重態包

　画図撰要　3巻　玉翠斎藤原義包画

　　東都西村宗七〔ほか〕明和3
　　（1766）　3冊25．3×17．Ocm．

　　　　　　　　　　　　＜189－136＞

渓斎英泉

　黙劇浮世画譜　初・二叉　渓斎義信筆

　　名古屋　永楽屋東四郎　2冊　22．

　　5×15．4cm　嬉嬉の出版者：片野東

　　四郎〔ほか〕歌川広重（初世）『浮

　　世画譜』と合冊　　　　〈181「122＞，

月花永女

光悦正流盆画独稽古　初空　月花永

　女著　存斎光一校　東都　西村与八

　文政11（1828）15．5×20．5cm色

　刷　五常亭道守彫刻
　　　　　　　　く158－57，　183－443）；

月偲

列倦図賛　平安西村市郎右衛門〔ぼ
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か〕天明4（1784）・2冊（合1冊）

27．3×15．7cm　大森喜兵衛彫刻　寂、

　照寺蔵版
’列倦削回〔三年不明〕

　2×13．4cm

〈104一．136＞

1冊　20：’

〈839－101＞

耕霜

　画手本　耕二女史筆　12巻　〔明治前

　期〕写　9帖、2冊（改■装）　28．3×

　　19．7cm　巻ll欠　着旧　〈特2－625＞

古点

　人物草画　和州西厳寺古瀾筆　浪華

　　泉屋卯兵衛　〔刊年記萌〕　2冊（合

　　1冊）27．3×18．1cm文熈堂蔵版
　　　　　　　　　　　　〈213－376＞，

斎藤兼光

　一白高草木画譜　〔2巻〕斎藤兼光

　著〔明治期〕写　2冊25．6×18．5．

　cm　着彩　日本園芸会雑誌　第9
　号（1889．12）と合冊　　．〈特7・50＞

酒井抱一

　膝当画譜抱一上人筆　江戸　須原

　　屋佐助文化14（1817）序　1冊
　　25：7×18．1cm　色刷，　　’〈か一44＞

・抱一画譜　〔江戸後期〕写　1冊26．

　　5×19．Ocm　　　　　　〈わ721－16＞

　抱一上人真蹟鏡池田孤村編　〔慶
　　三元（1865）〕　2冊（’合1冊）2s．

　　OX18．2cm　〈166－106＞

佐藤水石

　水石画譜　佐藤水石画　星野正巳編

　　浪華　河内屋喜兵衛〔ほか〕文化

　　11（1814）1冊25．5×17．6cm
　　色刷　　　　、　　　　　〈209－722＞

鈴木禎吉

　画竹捷径鈴木禎吉画　天保3（1832）

序1冊26．8×16．5cm三四室
蔵板「篠川堂宇吉彫刻・〈212－159＞

鈴木芙蓉

　画図酔芙蓉　3巻江戸　須原屋伊

　入　文化6（1809）　3冊　26．0×18．

　　lcm　〈145－67，　841－48＞

鈴木上松　　・　　．

群蝶画法　3巻　英一三三’鈴木郷

　松纂　江戸　山崎屋金兵衛〔ほか〕

　安永7（1778）　3冊（合1冊）27．

　OX’18．5cm　・　〈181－201＞

　英一蝶画譜　3巻鈴鄭松纂　江戸

　青雲堂明和7（1770）序　3冊
　25．7×18．Ocrn（三門2参照）・

　　　　　　　　　　　　〈京一9イ〉

．三文川

　三川画譜摂都大阪屋新五郎〔ほ
　　か〕嘉永乖（，1848）　1冊24．2X

　　l7．1cm　大森三七郎彫刻　色刷
　　　　　　　　　　　　〈104－307＞　’

宋紫石

　花鳥画譜　3巻　〔二三石ほか画〕

　　丁丁三編　東都．須原屋四郎右衛門

　　〔ほか〕明和2（1765）　3冊27．

　　0×17．4cm　見返し、題下書名：宋

　　紫石画譜　一部色刷　　　　〈り一4＞

、古今画籔　後編　宋紫石著　〔明和8

　　（1771）〕　8冊（合4冊）26．4×

　　16．3cm　一部色刷　　’〈18i－192＞

　古今画籔東都須原屋宗寡衛〔ほ
　　か〕　〔三年不明〕13冊（合7冊）

　　26．6x17．Ocm　田中平兵衛、江川八

　　左衛門彫刻　一部色刷　　〈181－285＞

漱石子「　　　」

和朝名勝画図・4巻漱石子画大
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　三三藤三郎〔ほか〕享保・7　元治元（・864）．・・冊22．6×・5二8．

　　（1732）　4冊　28．3×19．7cm　丹　　　　cm藤村善右衛門、藤江文助彫刻

　癖左衛門彫刻　　〈232－75＞　e禰光堂板幽　　〈143“84＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　絵本通宝志　後編　’9巻橘守国作・

高論遺3巻一遇大稟8梅9芦ll灘1臨空

欝金購脇繰諜欝添加灘画く耀

18・2cm枇利騨彫刻〈、81．2。3＞橘保国

漢画指要2巻謡聾町回　写山楼画本谷文鬼画〔文化・4
　　孫兵衛〔ほか〕宝暦iO（1760）序2　　　（1817）〕．1冊24・0×17・9c卑色刷・

冊（岬125・8×18・㌔4ブ〉文晃山癖谷三晃画く轟30宏＼

三葉斎酷3雅馴灘，宝暦　煙明治2・て1888）・冊22・4×

12（1762）序3脚7・2 bP儲本縷岩鏡島M71響（1識
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明〕　，8冊（合1冊）、23．3×16．1cm

橘器職人部類2編眠江図東・第SWは画学羅〈84H15》

糊鷺騰：1：∵戦戦籍　鮪
橘守国・ @　　　　16．0×9　’　5cpllypM7。2、2（特、、．397）〉’

　画本選地脈　7巻．後素謡三二国画
　　抽出植村藤三郎〔ほか〕元文5　　探古句1

　　（・74・）7冊（ft　4冊）22・・×・5・　伽墨画草京都羅鰍衛〔ほ

　　7ctn　’　’〈244－395＞，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か〕明和元（1764）序1冊22．
　画本写宝袋前編　9巻禰守国作1　　　9’×15・9cm’　　　　　〈229－97＞

　　画　大阪秋田屋太右衛門〔ほか〕　　草筆墨画　探古動画　東都　山崎金

　　　　　　　　　　　　　　　　　9



兵衛’ kほか〕『明和3（1766）　3冊

（合1冊）　26．8×18ユcm　関根新

兵衛彫刻　　　　　　　　ぐ181－263＞

茶良

　錦江早稽古　京都　菊屋甚兵衛〔ほ

　　か〕享和2（1802）　1冊18．7×

　　12，7cm　小塩嘉兵衛彫刻　釣玄堂

　　蔵版　1　　　　　　　＜199－216＞

張月樵「

・不二画意尾張慶雲堂東平〔ほか〕

文化14（1817）

cm　一部色刷

1冊26．5×18．1

　　　〈108－224＞

月岡三鼎

金玉画府　月岡昌信纂　大坂　大野

　木市兵衛〔ほか〕．明和8（1771）・6

　冊（合1冊）26．5×18．2cm　藤村

　善右衛門く阪本甚兵衛彫刻　大野木

　宝文堂蔵版．　　　　　　〈か一51＞

椿椿山

　椿山画譜　椿椿山画　人見甚四郎編

　＼東京瀬山直次郎明治13（1880）

　　4冊15．9×9．5cm色刷
　　　　　　　〈YDM70244　（67－157）〉

鳥山二二・

絵事比肩　3巻　鳥山石燕筆　二戸

　　出雲寺和泉縁・安永7（1778）　3冊

　　（合1冊）22．3×16．1cm　町田助

　右衛門彫刻　　　．　　　〈i8H12＞

一言塵事覧　3巻鳥山石燕筆　江
　　戸　出雲寺和泉橡安永6（1777）

　　1冊22．1×15　．．　9cm　　〈181－143＞

　石弓画譜　2巻　鳥山石三三』子興、

　石鳥、月沙校合　〔　’〕遠州三三

　　七　安永3（1774）　2冊（合1舟）

　　32．0×22．3cm色刷　三江堂東英

彫刻　遊三園三舟蔵板〈本別14－49＞

中路定年・

　画本図貨　3巻　中路定年画　京島

　屋喜兵衛　享保16（1731）　3冊（合

　　1冊）　　26．6×18．5（i㎞　　　〈181－197＞

中島雪居

　中島雪居画譜　7巻　中島嘉右衛門

　，画〔江戸後期〕’写　7冊24・．7×

　16．8cm　一部三彩　　　’＜183－499＞

中西誠応「

　画像須知　嘉永元（1848）序　1冊

　26．0×18。3cm　色刷　・〈107－328＞

中林竹洞

竹洞画稿　2巻　中林竹洞画　尾張

　片蜂東四郎〔ほか〕文化9（1812）

　　2冊（合1冊）26．0×18．2cm
　　　　　　　　　　　　〈202－184＞　’

　融斎画譜　皇都　藤井孫兵衛　嘉永

　　7．（1854）　3帖樋口与兵衛彫刻℃

　笠原佐兵衛印刷！一部色刷　第1冊

　　は竹洞四君子画譜　　　〈181－284＞

西村楠亭

　楠亭画譜　3巻西邨三家画　皇都
　　著屋儀兵衛〔ほか〕享和4（1804）

　　3冊（合1冊）26．2×18．1cm

　　　　　　　　　　　　〈195－134＞

丹羽桃渓

　名家画譜　山回良由撰　尾張　東壁

　堂　文化11（1814）蹟　1冊27．2×

　　18．8cm　一部色刷　　　　〈104－30＞

八田古秀

　古画画譜　古套写　皇都　吉田新兵’

　衛文政7（1824）　1冊26．2×
　　17．8cm　色刷　　　　　＜195r161＞
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英一一蝶　　．　’　　　　　　　、

　群蝶画英　3巻　英一蝶画　鈴木郷

　　松纂　江戸・山崎屋金兵衛〔ほか〕

　　安永7（・778）細（合珊）27・

　　OX　18．5cm　’　〈181－201＞

　英一蝶画譜　3巻三三三筆　江戸
　　青雲堂明和’7（17．70）序　3冊

125㍗7×18・Ocm（ロ絵2 ｿ9イ〉

　英一蝶画譜　印譜井略伝附　多賀信

　　香画　〔刊年不明〕　1帖25．3×

　　17．7cm　色刷　　　　　　〈午一89＞

　英一町回鏡　〔英一三三〕　〔三年不

　　明）一1帖　24．9×17　・．　8cm　色刷

　　折本．　　　　　　「　（237－286＞

英一蜂
、早筆百画『 U巻英一図画鈴木隣

　　松補　江戸　山崎屋金兵衛〔ほか〕

　　安永2（17ケ3）6．冊27　・．　5×i9．O

　　cm，橘応信彫刻　’　　〈181－217＞

　画本図編　3巻英一臨画江戸
　　大和田安兵衛〔ほか〕1宝暦2（1752）

　　3冊（合1冊）27．2×18．2cm　藤

　　江西郎兵騨・．〈237’318＞

林守篤

　．画笙　6巻、目録1巻林守篤編述、

　　浪花　伊丹屋新兵衛〔ほか〕享保6

　　　（1721）　7冊26．0×18．2cm

　　！表紙裏「清福図録」（44）参照）

　　　　　　　　　　　　　＜145－69＞

平林東丘
東丘画譜捲平林三焦明治

　　9（1876）写2冊24．1×16．5cm
　　　　　　　　　　　　　9．04－3sl＞

一婦畢偲

　狂画苑　月光三三旧著　文化6（1809）

　序　1冊21．7×15．7cm’色刷

　　　　　　　　　　　　〈181－160＞＃

牧野忠精

　墨二歩蒙14巻　一々斎云一著嘉
‘　楽堂　安政4（1857）　4冊　26．6×

　　17．8cm　　　　　　　　　＜111－44＞

松本一雄

　水画指南、浪華前川嘉七〔ほか〕

　　文政元（1818）　1冊22．0×15．6’

　　cm　’　〈149－62，　249－24Q＞

円山応挙
　円翁画譜　2巻　肖山応挙画　山ロ

　　素絢編　皇都　吉言新兵衛　天保8

　　（1837）　2冊（合1冊）26．o×18・

　　7cm　百旧館蔵版　色刷〈195－162＞

　応挙画譜　皇都　菱屋孫兵衛　嘉永

　　3（1850）1冊27．2×19．2・m

　　樋ロ与兵衛彫刻　丸屋佐兵衛印刷

　　一音β朱刷　　　　　　　　　　〈さ一75＞．

　応挙之縮図　〔書写年不明〕26．4×

　　18．8cm　1冊一部着彩く102－75＞

宮本君山

　1漢画独稽古　2巻　君山宮旧著　和・

　　歌山　帯屋伊兵衛文化4（1807）

　　2冊（合1冊）25．9×17．6cm紀．

　　灘鞭鯖版　、〈111－145＞．

眠楽斎二二

　下画　2拳　眠牛門真楽〔写〕　〔書写

　　年不明〕　2冊（合1冊）26．2×18．

　　3cm　〈109－205＞
孟春渓

　春渓画譜’女政3’（1820）　1帖　21．

　　0×14．5cm　色刷　』，　〈214－268＞

森蘭斎’

一11一



　蘭斎画譜　蘭部4巻　竹部4巻　浪

　　華大野木市兵衛〔ほか〕天明2
　　（17．82）8冊28・0×18・0・m

　　　　　　　　　　　〈104－131＞

柳川重信（初世）

　柳川画譜　山水部柳川重信筆　〔江．

　　戸〕和泉屋市兵衛〔ほか〕　〔刊年不

　　明〕　1冊18．0×12．Ocm色刷　　’
　　　　　　　　　　　「ぐ特1－2903＞．

山口素絢

　素槍画譜　威力三三画　京都　藤井

　孫兵衛　寛政11（1799）一文化元

　　（1804）6冊25．5×18．7cm色
　刷　　　1’］・〈わ72H1＞．
、素論譜草花之部3巻’山・素

　絢画　京都　野田嘉助〔ほか〕文化

　　3（1806）　3冊（’合1冊）26．3×

　18．6cm　　　　　　　　〈わ721－13＞

．素槍山水画譜　2巻’山口素絢画

　平安上阪勘兵衛〔ほか〕文化
　’15（1818）．2冊（合1冊）、25。5×

　18．8cm井上治兵衛彫刻
　　　　　　　　　　　〈in－i3s＞

倭天物画譜　前編　3巻　皇都菱

　屋孫兵衛　寛政11（1799）’3冊
　25．7×17．6コ口　’　一k129－141＞

山本信望
画図三選　3巻　山本宿払画　大坂

　小川新兵衛〔ほか〕策永3（1774）

　　3冊（合1冊）25．8×18．2cm藤
　村善右衛門彫刻　　　　　〈239－102＞

略画早手本，3巻　越鳥斎1申本信厚

　画皇都三三勘兵衛明和9
　　（1772）1冊25・0×17・7・m書

　名は序題による。二二書名：画図絶

　妙〈210－306＞

・吉村周山

　画英　6巻一法眼周山編　大阪、渋
　　川清右口内〔ほか〕、寛延3（1750）1

　　6冊．27．5×18．Ocm丹羽平左衛

　　門彫刻　　　　　　　　　〈101－45＞

　画英　6巻　洗眼周山編　下神戸

　　富民政太郎　明和8（1770）　6冊
　　（合3冊）・25．2×18．Ocm．多田庄

　　兵衛、藤江文助、藤江喜平治彫刻

　　　　　　　　　　　　’〈841－53＞

寄田九峯

　華氏画譜　名古屋’片野東四郎〔ほ

奮獣化10（1S13）1耀1餐

三好斎

　二本藁筆　山水草木浪花三好三筆

　　人物鳥獣東都北斎戴三筆　尾陽　永

　　楽屋東四郎〔刊年不明〕　1冊
　　26．1×17　．　9cm　色刷　「’〈か一49＞

渡辺三山

　一掃百聾　渡辺三山著名古屋永
　　楽屋東四郎〔ほか〕　明治17（1884）

　　1冊28．9×19．5cm色刷全冊
　　堂蔵版　　　〈YDM69480（132－146）〉

　垂山画譜　2巻人見甚四郎編東
　　京　瀬山直次郎　明治13（1880）　2

　　冊　16．0×9．6cm　色刷』

　　　　　　〈YDM69623（特41－390）〉，

　四竹譜　東京小林米蔵〔ほふ〕　明

　　治13（1880）If冊27．8×16．5コ口　．

　　　　　　．　〈YDM70618　（7－231）〉

三三湊水

　三身画譜’5巻湖辺三水画渡辺

　　玄対編　文化3（1806）序　5冊（合．

　　2冊）26．2×17．4cm一転麓蔵板
　　　　　　　．．．．　’1〈111L42＞　”
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’渡辺南岳

　海道双三　渡辺南岳、河村文三三　皇

　　都　吉田屋新兵衛〔ほか〕文化8、

　　　（1811）1冊26．0×17．5cm題

　　簸書名：南岳文四街道双三　南岳文

　　鳳手競画譜と同内容　色刷

　　　　　　　　　　　　　〈213－29＞

　南岳文鳳手競画譜　南岳・文三三

　　皇都　福井源次郎〔ほか〕文化8

　　　（1811）1冊26．4×17．6cm海

　　道双三と同内容　　　　〈232－207＞

著者名なし

　絵手本　〔書写年不明〕　1冊　18．

　　8×14．8cm　着工　　　　〈842－69＞

　画図国手　3巻　四好道人質　京

　菊屋七郎兵衛〔ほか〕寛政9（1797）

　　3冊（合1冊）26．0×18．6ρm　序

　　文、刊記は和漢山水画典＜181－268＞

　　に同じ。但し｛内容は異なる。

　　　　　　　　　　　　〈181－269＞

　画叢　〔書写年不明〕　1冊27．0×

　19．Ocm．　　　　　　　〈わ721－20＞

鞫恊}本拾遺　巻帯　古画像　〔書写

　　年不明〕　1軸　39．4cm　着彩

　　　　　　　　　　　　〈亥ニー43＞

古画図集・2巻　〔書写年不明〕　2

，冊（合1冊）！27．0×18．6cm　三彩

　　　　　　　　　　　　〈224－37＞

古画摸本　狩野三三摸写　〔書写年三

．明〕2冊30．6×21．2cm角書：

　遠藤家　書名は三三による。一部着

　三三三三　　 〈わ721－12＞

古画類聚　〔古所〕三春筆　〔書写年三．

　明〕　6冊（合3冊）24．8×10。7cm・

　一部三彩　　　　　　　〈わ72H4＞

図絵三舞　7巻　江都，須原屋新兵

　衛　享保20（1735）　7冊（合2冊）

　27．0×17．9cm　〈111－48＞
三野早手本　3巻　浪華　河内屋喜

1兵衛〔ほか〕文化2（1805）3冊
　（合1冊）26．0×18．2crロ、

　　　　　　　　　　　　〈239－25＞

三三独稽古　〔植物之部〕濾水　亀

　屋半兵衛弘化5（1848）　1冊
　25．3×18．Ocm　色刷

　　　　　　　　〈106－5，　181－246＞

和漢山水画典　3巻　四三道人序

　京　菊屋七郎兵衛〔ほか〕寛政9

　（1797）　3冊（合1冊）26．0×18．

　6cm　〈181－268＞
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