
2017年新春展

＊ 必ずしもNo.順には展示していません

No. 資料名 形状 絵師及び製作地 発行年及び製作年代 No. 資料名
形状、寸法

（cm）
絵師及び使用地 発行年及び使用年代

1 けいせい折居鶴 冊子 西川祐信ヵ 享保2年 51 しん板猫の狂言尽 大判 堤吉兵衛 明治20年

2 摂陽奇観 冊子 浜松歌国 天保4年写 52 水族魚づくし 大判 歌川国利 明治19年

3 好色一代男 冊子 井原西鶴 天和2年刊 53 新版果実づくし 大判 未詳 明治26年

4 嬉遊笑覧 冊子 喜多村信節 大正刊行本 54 新板野菜物尽 大判 未詳 明治30年

5 小供風俗　折もの 大判 宮川春汀 明治30年 55 新ぱんかげ絵尽 大判 近二 明治

6 折紙作品　（竹村菊郎氏作） 奈良 平成 56 しんぱん角兵衛獅子 大判 未詳 明治

7 雛段組立絵 大判 梅翁 明治29年 57 小倉百人一首 二枚続 細判 長谷川貞信 明治22年

8 新板びしんぞろへ 細判 未詳 文化 58 新板天満宮弐拾五躰 細判 春山 文化

9 しんはん風俗都のすがた 細判 長秀 文化 59 天満宮 細判 未詳 文化

10 しん板浮世風俗 細判 長秀 文化 60 四躰天神 細判 石上 文化

11 新板舞さらゑ姿 細判 長秀 文化 61 武者づくし 大判 歌川芳藤 幕末

12 浪花百人美女 細判 宗広 幕末 62 武者ぞろへ 細判 長秀 文化

13 新板あね様尽 大判 歌川芳藤 明治25年 63 大新板婦女勇士つくし 細判 佐々木よし光 明治初

14 姉さまつくし 細判 長谷川貞信 明治初 64 お化けつくし 細判 小信 明治初

15 四季の賑 細判 長谷川貞信 明治初 65 朝比奈嶋めぐり 細判 小信 明治初

16 新板あねさまづくし 大判 楊齋延一 明治23年 66 忠臣蔵 細判 小信 明治初

17 新板あねさまつくし 大判 延次 明治 67 吉関菊丸豊尽 細判 小信 明治初

18 美女つくし 細判 未詳 幕末 68 新板鼠のたわむれ 大判 歌川芳藤 明治

19 しん板あねさまつくし 大判 未詳 明治 69 新版猫の玉乃り 大判 歌川国政（五代） 明治28年

20 当世舞尽くし 細判 未詳 明治初 70 新版猫乃入湯 大判 歌川国利 明治27年

21 新板源氏揃 大判 歌川芳藤 明治21年 71 しん板猫の小学校 大判 未詳 明治

22 新板あねさまうらおもて 大判 未詳 明治24年 72 しん板かんざしづくし 大判 歌川国明 明治

23 新板あねさま人形 大判 未詳 明治22年 73 しん板猫の戯踊のお浚 大判 未詳 明治26年

24 新板いしょうつけ 大判 未詳 明治30年 74 しん板座敷道具 大判 歌川国利 明治16年

25 新板両面子供の着替 大判 未詳 明治27年 75 義経千本桜立版古 大判 長谷川貞信(二代) 明治22年

26 新形衣装附 大判 永島春暁 明治 76 妹背山吉野川の場組上 大判 国秀 明治27年

27 教育少女きせかえ 大判 未詳 明治43年 77 組上一枚物　近江のおかね 大判 歌川芳藤 明治

28 三世中村歌右衛門・菅原伝授手習鑑着替え 細判 未詳 文化 78 新版郵便手遊づくし 大判 歌川小国政 明治25年

29 流行舞かずら 細判 長谷川貞信 天保 79 旧二重橋初登城組上燈篭 三枚続 大判 歌川国政(五代) 明治22年

80 市川団十郎助高屋高助かつらあわせ 大判 楊洲周延 明治15年 80 大正時代の着替え 三枚一組 縦26.5cm 未詳 大正

31 大新板風俗きせかゑ 細判 未詳 文化 81 美智子さまきせかえ 三枚一組 縦20.5cm 未詳 昭和34年

32 衣装附開化雛形 細判 長谷川貞信（二代） 明治初 82 アンテイクペーパートオルズ 縦31.0cm 未詳 昭和49年

33 おどりいしょうつけ 大判 未詳 明治32年 83 マリリンモンローペーパートオルズ 縦31.0cm 未詳 昭和54年

34 おどりいしょうつけ 大判 未詳 明治32年 84 幼稚園用切紙 大判 歌川国鶴 明治24年

35 ちんわん 細判 未詳 幕末 85 幼稚園用切紙 大判 歌川国鶴 明治26年

36 しん板ちんわん猫 大判 周重 明治初 86 帖紙（たとう）表・薄紅　裏・白 縦12.8cm 京都 明治

37 しんぱんちんわんぶし 大判 歌川国利 明治25年 87 帖紙（たとう）表・薄紅　裏・鼠色 縦12.8cm 京都 明治

38 桃太郎 細判 年梅 明治初 88 火熨斗（ひのし） 長30.0cm 秋田 昭和

39 新版舌切雀噺 大判 歌川房種 明治20年 89 裁縫箱 高49.5cm 奈良 昭和

40 むかしばなし尽 大判 歌川国利 明治23年 90 羽釜（はがま） 高27.0cm 奈良 昭和

41 道具づくし 細判 未詳 明治初 91 飯櫃（めしびつ） 高24.0cm 福岡 昭和

42 開化風物つくし 細判 小信 明治初 92 陶器樽（とうきだる） 高38.5cm 兵庫 昭和戦前

43 しん板だいどこ道具尽 大判 未詳 明治31年 93 煙草盆（たばこぼん） 高14.2cm 兵庫 昭和

44 大しん板いろはたとへ 二枚続 細判 未詳 幕末 94 丸行灯（まるあんどん） 高80.5cm 奈良 不明

45 開化教育鞠唄 大判 楊洲周延 明治10年代 95 石油ランプ 高39.5cm 東京 不明

46 大しん板武者いろはたとへ 二枚続 細判 未詳 明治初 96 櫛笄（くしこうがい） 長17.0cm 兵庫 明治末～大正

47 人形いろは文字 大判 小林新吉 明治29年 97 押絵小箱 高4.0cm 大阪 大正

48 大新板うへきばちづくし 細判 芳権 明治初 98 押絵 女学生 長9.0cm 大阪 大正

49 新板うえ木づくし 大判 歌川国利 明治 ＊No.1-4は 天理大学附属天理図書館蔵品

50 大新板まいづくし 細判 佐々木よし光 明治初 ＊No.に色が付いているものは 肥田晧三氏蔵品

「紙で遊ぶ世界－折紙とおもちゃ絵－」 　出品目録　全９８点
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