
出品リスト
当御代花の姿見 ―73

札は、芝居の登場人物で描かれた役者の絵と、
鏡の蓋の絵が両面貼り合わせになっている。
鏡の蓋の面を上にした8枚の札から1枚を選び、
鏡の上に伏せ、そこに描かれている登場人物
名を当てるというゲーム。実は、鏡の飾り紐の
房が右よりのものと左よりのものがあり、さら
に、よく見ると小さな黒点が付けられていて、
房の向きと黒点の位置の組み合わせで、蓋を
見ただけで登場人物名を当てることができる
ようになっている。答えの紙片も付属した、タ
ネも仕掛けもあるゲームである。

新板はり合さかな尽 ―16

魚が両面で描かれ、切り抜いて貼り合わせて遊ぶこともできる。この
おもちゃ絵は写実的で、魚の縮尺もある程度実物と合っているよう
に見えるが、実は『北斎漫画』（葛飾北斎画）の魚図を写している。

①の画像では、鏡の上に②の画像の札が伏せられている。
飾り紐の房が左よりで、上中央に黒点があるのがわかる。
答えの紙片を見ると、この組み合わせの答えは「さねもり」
とあり、札を返すと、③図の通り実盛が現れる。

（答えの紙片）

裏表紙の絵

番号 名称 絵師 時代 版元 所蔵
1 折り変わり絵 不明 18世紀前半 不明 たばこと塩の博物館蔵
2 風流江戸八景　真乳山の暮雪 鈴木春信 明和5〜6年（1768-1769） 不明 たばこと塩の博物館蔵
3 新板春泉画 勝川春泉 寛政3年（1791）頃 蔦屋重三郎 たばこと塩の博物館蔵
4 あんちん物がたり 不明 寛政（1789-1801）頃 不明 たばこと塩の博物館蔵
5 ぶんぶく茶釜の伝 不明 寛政（1789-1801）頃 不明 たばこと塩の博物館蔵
6 准源氏教訓図会　絵合 歌川国芳 天保14〜弘化元年（1843-1844） 丸屋甚八 個人蔵
7 新板手遊尽し 二代歌川広重 弘化4年〜嘉永3年（1847-1850) 佐野屋喜兵衛 個人蔵
8 にしき絵づくし 歌川芳藤 安政4年（1857） 小林泰治郎 個人蔵
9 おもちゃ絵尽くし 歌川国周 19世紀後半 山田 個人蔵
10 しん板めん尽 二代歌川国盛 19世紀後半 有田屋清右衛門 個人蔵
11 あねさまにぼふやづくし 歌川芳藤 万延元年（1860） 小林泰治郎 個人蔵
12 新板勝手道具 歌川芳員 嘉永6年（1853） 和泉屋市兵衛 個人蔵
13 新板おざ敷道具尽 歌川芳幾 安政6年（1859） 小林泰治郎 たばこと塩の博物館蔵
14 しん板武者尽し 歌川芳盛 慶応2年（1866） 佐野屋貞吉？ 個人蔵
15 当板子供手遊虫つくし 歌川貞升 天保（1830-1844）頃 未詳 個人蔵
16 新板はり合さかな尽 英斎泉寿 天保（1830-1844）頃 蔦屋吉蔵 個人蔵
17 新板鳥つくし 歌川芳虎 安政4年（1857） 万屋治助 個人蔵
18 新板毛物づくし 歌川芳幾 安政6年（1859） 小林泰治郎 個人蔵
19 福徳鼠の娵入 二代歌川広重 弘化4年〜嘉永3年（1847-1850) 不明 個人蔵
20 猫のせかい 歌川芳艶 弘化4年〜嘉永元年（1847-1848) 未詳 個人蔵
21 新板たぬき尽 二代歌川広重 嘉永2年〜5年（1849-1852） 山城屋甚兵衛 個人蔵
22 しん板すずめつくし 四代歌川国政 明治初頭（1870年前後） 辻岡屋文助 たばこと塩の博物館蔵
23 しん板吉わらすづめ 歌川芳藤 明治2年（1869） 小林泰治郎 個人蔵
24 しん板道化かるわざづくし 歌川芳藤 慶応2年（1866） 伊勢屋喜三郎 個人蔵
25 昔噺花咲ぢい 二代歌川広重 嘉永6年（1853） 山城屋甚兵衛 たばこと塩の博物館蔵
26 昔咄かちかち山 歌川芳藤 安政4年（1857） 小林泰治郎 個人蔵
27 舌切雀 歌川国周 19世紀後半 不明 たばこと塩の博物館蔵
28 昔はなし一覧図会 二代歌川広重 安政4年（1857） 辻屋安兵衛 個人蔵
29 風流役者地顔五節句　七月之図 歌川豊国 文化5年（1808）頃 三河屋・清水 たばこと塩の博物館蔵
30 見立五人男 歌川豊久 文政（1818-1830）頃 和泉屋市兵衛 個人蔵
31 頼朝公冨士野牧狩錺立 歌川芳藤 文久元年（1861） 不明 個人蔵
32 影絵 歌川芳藤 19世紀後半 不明 個人蔵
33 十干兄弟ノ内　丙 三代歌川豊国 弘化（1844-1848）頃 不明 個人蔵
34 組上廻どうろふ（雷） 二代歌川豊久 天保（1830-1844）頃 和泉屋市兵衛 個人蔵
35 宴会の図 歌川貞重 弘化（1844-1848)頃 伊勢屋利兵衛 たばこと塩の博物館蔵
36 うつしゑ怪談 歌川国芳 天保（1830-1844）初め頃 江崎屋辰蔵 個人蔵
37 手あそびうつしゑ 歌川国安 天保（1830-1844）初め頃 江崎屋辰蔵 個人蔵
38 此中ハおもしろきもの 歌川芳藤 19世紀後半 不明 個人蔵
39 新板相撲取つくし 歌川重清 嘉永2年〜5年（1849-1852） 山城屋甚兵衛 個人蔵
40 新板大角力両面尽 歌川芳幾 安政6年（1859） 小林泰治郎 個人蔵
41 新板かたち凧づくし 歌川芳藤 嘉永2年〜5年（1849-1852） 不明 個人蔵
42 かミさいくあねさまいしやうつくし 不明 19世紀前半 鶴屋喜右衛門？ 個人蔵
43 しん形冬いせう 歌川芳藤 文久2年（1862） 未詳 個人蔵
44 模擬六佳撰　僧正遍昭 三代歌川豊国 嘉永2年〜5年（1849-1852） 藤岡屋慶次郎 個人蔵
45 しん板こうはこ尽 二代歌川広重 安政元年（1854） 山城屋甚兵衛 個人蔵
46 しん板ひなだん組立の図 歌川芳藤 安政6年（1859） 辻岡屋文助 個人蔵
47 端午節句飾り 歌川芳虎 弘化（1844-1848)頃 山城屋甚兵衛 個人蔵
48 牛頭天王祭礼組立 歌川芳藤 19世紀後半 未詳 個人蔵
49 神田祭礼出シ揃　一 歌川芳藤 安政2年（1855） 小林泰治郎 個人蔵
50 お神輿組立 不明 19世紀後半 不明 個人蔵
51 忠臣蔵役者尽くし 歌川国貞（三代豊国） 文化13年（1816）頃 丸屋文右衛門 個人蔵
52 役者尽くし 不明 天保（1830-1844）頃 不明 個人蔵
53 手遊切抜絵 歌川国芳 弘化4年〜嘉永3年（1847-1850) 山本 個人蔵
54 大当狂言早替り 歌川国貞（三代豊国） 1810年代後半 山本平吉 個人蔵
55 かつらつけ（団十郎と福助） 歌川芳虎 安政元年（1854） 山城屋甚兵衛 個人蔵
56 かつらつけ（沢村訥升と沢村田之助） 不明 19世紀後半 不明 個人蔵
57 新板わり出し寿古六 歌川国麿 万延元年（1860） 上州屋重蔵・重七 たばこと塩の博物館蔵
58 天神尽くし 不明 弘化（1844-1848）頃 江崎屋辰蔵 個人蔵
59 新板天神つくし 二代歌川広重 弘化4年〜嘉永3年（1847-1850) なし 個人蔵
60 天神と福神 歌川芳員 19世紀半ば 有田屋清右衛門 個人蔵
61 天神様かざり立 歌川芳藤 明治3年（1870） 小林泰治郎 個人蔵
62 天満宮組上 歌川芳藤 明治16年（1883） 松の定七 個人蔵
63 福笑い 三代歌川豊国 嘉永2年〜5年（1849-1852） 不明 個人蔵
64 福笑い 歌川芳員 嘉永4年〜5年（1851-1852） 万屋吉兵衛 個人蔵
65 新版東海道中双六 歌川貞房 19世紀前半 森屋治兵衛 個人蔵
66 おもちゃ絵尽くし 歌川芳員 19世紀後半 和泉屋市兵衛 個人蔵
67 箒木 三代歌川豊国 弘化（1844-1848）頃 万久 個人蔵
68 新板鳥さし双六 二代歌川広重 弘化（1844-1848）初め 山城屋甚兵衛 個人蔵
69 花の友遊山双六　一名坊主持 二代歌川広重 安政2年（1855） 辻屋安兵衛 個人蔵
70 文字絵又平大津絵寿古六 歌川国周・歌川芳盛 慶応元年（1865） 太田屋多吉 個人蔵
71 朧月姿絵寿語禄 歌川芳幾 慶応3年（1867） 広岡屋幸助 個人蔵
72 十二月当てみます 梅素亭玄魚 嘉永（1848-1854）頃 不明 個人蔵
73 当御代花の姿見 歌川芳幾 文久2年（1862） 広岡屋幸助 たばこと塩の博物館蔵
74 ぼうづくし　ちんわんぶし 歌川芳藤 19世紀後半 小林泰治郎 個人蔵
75 しん板ちんわんぶし 歌川芳盛 慶応3年（1867） 不明 個人蔵
76 しん板ちんわんぶし 進斎年光 明治11年（1878） 津田源七 個人蔵
77 流行しりとり子供文句 歌川芳虎 慶応2年（1866） 近江屋久助・久次郎 個人蔵
78 しんはんしりとりもんく 歌川房種 慶応3年（1867） 木屋宗次郎 個人蔵
79 流行しりとりうた 歌川芳藤 慶応3年（1867） 小林泰治郎 個人蔵

裏表紙のおもちゃ絵を
切り抜いて

遊んでみてください
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14 花開く19世紀のおもちゃ絵




