調査報告六十六

実践女子大学図書館蔵浄瑠璃本目録

証された︒したがって︑本学図書館の所蔵する浄瑠璃本の

ここで浄瑠璃本が図書館に収蔵されるまでの経緯につい

書誌学的な位置づけも示されることになろう︒
て簡単に述べておく︒

昭和二十年代のはじめに︑何本かの浄瑠璃正本が図書館

に請け入れられているが︑大部のコレクションとして請け

には百冊余りの浄瑠璃本が入り︑昭和四十年代に入って二

百冊近くが請け入れられている︒これは当時在職されてい

入れが始まるのは昭和三十五年以降である︒昭和三十六年

収蔵されている浄瑠璃正本の調査を長年にわたって行われ

五十年代以降現在までに五十冊余りが請け入れられてい

た守随憲治氏の御尽力によるものと思われる︒その後昭和

目録作成にあたっては日本学術振興会特別研究員の神津

ており︑浄瑠璃正本の諸本研究を進められている︒今回の

武男氏に全面的な協力を得た︒氏は日本全国の図書館等に

た︒

のも多くあるので︑今回その全貌についての目録を作成し

ては目録化されているが︑目録作成以降購入収蔵されたも

本あわせて三百六十点に及ぶ︒既にこのうちの一部につい

る浄瑠璃本は︑義太夫節の正本と義太夫節以外の浄瑠璃正

ず︑浄瑠璃本一本一本の︑諸本の中における位置づけを考

男子

本稿は平成十三年現在︑実践女子大学図書館に所蔵され

武陽

ている浄瑠璃本の目録である︒本学図書館に収蔵されてい

津石

目録化にあたっても︑単なる浄瑠璃本の目録化にとどまら
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神黒

フ︵︾Ｏ

合は︑行数の少ない方から並べた︒

の状況によって分類し︑便宜的に付したものである︒原

５︑行数の後のアルファベット︵ＡＢＣ：⁝⁝・︶は︑異板

則としてＡは本文が初刻本の系統であることを示し︑Ｂ

このうち後掲の﹇義太夫節の部一目録刷﹁豊年秋の田﹂
当館所蔵の一本の存在が明らかになった︒また一義太夫節

以下は改修されたり︑再板であることを意味する︒その

は︑これまで天理図耆館所蔵の一本のみが知られていたが︑

皿﹁宮古路花筏﹂吃﹁宮薗東大全﹂はいずれも秋葉文庫旧

以外の部一目録３﹁鶯宿梅﹂９﹁蝶の舎﹂皿﹁宮古路晩桜﹂

蔵本であり︑特にこのうち３︑︑︑吃についてはこれまで

︷加島屋③一←西沢九葉軒︵大︶・玉水源治郎︵大︶・紙

︵江︶・加島屋清助︵大︶

屋与右衛門︵大︶・今井七郎兵衛︵京︶⑥松本平助

﹇加島屋②︸←山本九菓亭︵大︶・玉水源次郎︵大︶・紙

︵江︶・加島屋清助︵大︶

屋与右衛門︵大︶◇今井七郎兵衛︵京︶・松本平助

︹加島屋①︸←山本九菓亭︵大︶・玉水源治郎︵大︶・紙

︿奥付略号﹀

以下の略号を用いる︒

組み合わせの二軒以上の連名で︑複数点みえるものは︑

は大坂︑︵京︶は京都︑︵江︶は江戸︑の意︶︒なお同じ

詳細については必要に応じて備考の項︵※︶で述べる︒
６︑板元について︒奥付に記載された書津名を示した︵住
所の詳細は略すが︑所在地を︵︶内に示した︒︵大︶

録中の神津氏の考証を参照されたい︒

所在が不明とされてきたものである︒これらについては目
なお本稿をなすにあたり︑実践女子大学文芸資料研究所

︵文責黒石︶

の上野英子氏︑実践女子大学図書館の土居道子氏にご教示
をいただいた︒記して感謝申し上げる︒

一凡例一

１︑同館の所蔵する浄瑠璃本︵ただし抜き本︑いわゆる稽
て記し︵角書は省略した︶︑請求記号︵あわせて登録番

古本を除く︶剛点のリストである︒作品名を内題によっ

屋与右衛門︵大︶・今井七郎兵衛︵京︶・松本平助

衛門︵大︶

︵大︶・今井七郎兵衛︵京︶・松本平助︵江︶・紙屋与右

︹紙屋与右衛門︸←西沢九葉軒︵大︶・玉水源治郎

︵江︶・加島屋清助︵大︶

号を︵︶内に示した︶・行数・板元を示した︒
２︑排列は︑義太夫節とそれ以外とに大別した︒

３︑作品ごと︵川タイトル︶にまとめ︑五十音順に掲出し
た︒

４︑同一作品で︑異なる行数︵一頁あたり︶の本がある場
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←巾
山本九兵衛︵京︶・吉川宗兵衛︵大︶
︹吉川宗兵衛一←

←佐
佐々
々井
井碆
治郎右衛門 ︵ 大 ︶ ・ 山 崎 金
︷佐々井治郎右衛門︸←

鱗形屋孫兵衛︵江︶

兵衛︵江︶・鱗形屋孫兵衛︵江︶

︹正本屋小兵衛一←
←正
正本
本屋
屋小
小兵衛 ︵ 大 ︶ ・ 鱗 形 屋 孫 兵 衛
…

ー ー ー

︷山本九右衛門①一←山本九兵衛︵京︶・山本九右衛門

︹菱屋治兵衛一←菱屋治兵衛︵京︶・鱗形屋孫兵衛︵江︶

…

︷西沢九左衛門一←鱗形屋孫兵衛 ︵江︶・西沢九左衛門

松本平助︵江︶・玉水源治郎︵大︶

︹天満屋③﹈←西沢九葉軒︵大︶・ 今井七郎兵衛︵京︶

松本平助︵江︶・玉水源治郎︵大︶

一天満屋②︼←山本九菓亭︵大︶・ 今井七郎兵衛︵京︶

天満屋源治郎︵大︶

山木
本九兵衛︵京︶・鱗形屋孫兵衛︵江︶
一 天 満 屋 ① 一←山

、 一

︻鵺屋喜右衛門﹈←鶴屋喜右衛門︵江︶・鵺屋喜右衛門

へ
〆 ヘ
へ

︵大︶・鱗形屋孫兵衛︵江︶

︻山本九右衛門②︸←山本九兵衛︵京︶・山本九右衛門

へ
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江
昆

大
大

一義太夫節の部一

①曾匿︲シ巨︵急閉段︶七行Ｃ卸鱗形屋孫兵衛︵江︶・

１鳴呼忠臣楠氏籏

②窒暖︲シ患︲︑一ｓ謬認ら七行Ｃ畠加島屋①一

①雷いやン忠︲口Ｓ隠呂巴七行Ａ一奥付欠︒

③曽暖︲Ｐ窟︲︽Ｓ謬麗ら七行Ｃ誠奥付欠︒

※同作七行本に︑初板︵終丁丁付﹁大内九十四了﹂︶と再板︵終

丁丁付﹁芦屋九十七納﹂︒内題の上方に﹁再版﹂とある︶がある︒

また初板には︑未改修板︵九十オ５﹁近郷の﹂に振り仮名がある︶

と︑改修板︵振り仮名がない︒一部の板木を差し替えたもの︶も

阿波屋平七︵大︶
※同作七行本には︑未改修本︵八十三オ２﹁悠々と歩行寄︒﹂︑八

ある︒①は初板未改修板︒②③は榔板︒

６安倍晴明倭言葉

七行Ａ烏山本九右衛門①一

七行Ａ畠山本九右衛門②一

十六オ３﹁弾福が例を﹂︶︵Ａ︶と︑第一次改修本︵八十三才２
﹁飛石伝い歩行寄︒﹂と埋木︑後者はそのまま︶︵Ｂ︶と︑第二次
改修本︵さらに八十六オ３﹁廠統が例を﹂と埋木︶︵Ｃ︶とがある︒

①曾置︲シ届︵Ｅ隠色︶

７粟島譜嫁入雛形
⑩習いやシ君Ｓ縄ｇ巴
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①は︑第二次改修本︒

︹天満屋①一

２愛護稚名歌勝関
︻八文字屋八左衛門一

①巴脚酋圏︲へ︵言Ｓ詔︶

加伊勢平氏年々鑑

七行Ａ墓佐々井治郎右衛門一

①

七行Ａ茎佐々井治郎右衛門︸

ｸ
ﾐ
屋

８伊賀越道中双六

②匿いや固い口Ｓ＄路巴

付
豊

②曾陣や固い口合隠望堅

９伊賀越乗掛合羽

奥一

①曾障畠隠人合さ韻巴

A A

①曾匿︲シ隈︲口︵ｓ麗韻︶七行Ｂ

正本屋九左衛門︵大︶

七七

②巴隠︲ン隠尖︵呂澄馬︶十行Ａ

七行Ａ

十行Ａ舘菱屋治兵衛︵京︶

※①は改修板︒初板は内迦をもたないが︑ これに埋木したもの︒

３赤松円心緑陣幕
①直陣令シ望︵ｇ巨念︶

①曾いやシ諺ａ認鴎ご

４悪源太平治合戦

５芦屋道満大内鑑

行行
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①窒騨今月＄Ｓ３爲己十行郡菊屋七郎兵衛︵京︶

︵大︶・鱗形屋孫兵衛︵江︶

①曾暖︐国︵屍曾ご︶六行Ｂ繩佐々井治郎衛門

未刻︶︵Ａ︶︑改修本︵﹁本丁八十三﹂︶︵Ｂ︶とがある︒①は︑改

※同作六行本には︑未改修本︵八十二丁の次の丁付﹁本丁八十■﹂

①巴匿︲ロ？口︵ｓ震＄︶七行Ｅ芸紙屋与右衛門一

打一谷撤軍記
修本︒

③留陣酋盆︲へ︵勗誤Ｓ︶十行Ａ﹄菊屋七郎兵衛︵京︶

竹中清助︵大︶

※同作七行本には︑初板二第三﹂末の丁付﹁妹背六十七﹂︶︵Ａ︶

②閏障造お︲う︵吊鵠急︶七行Ｂ

①曾蝉Ｅ浅︲口︵Ｓ韻弓︶七行Ｂ畠加島屋②一

掴妹背山婦女庭訓

②巴置︲尼︵ぢち患︶七行Ｅ畠加島屋③一
③曾障酋晟︲︑／Ｓち閉巴七行Ｅ識奥付欠︒

④望脚造晟︵ｇ鬮合︶十行Ｄ恥奥付欠︒
⑤曾騨造晟人︵吊誤目︶十行Ｄ軸奥付欠︒
百納﹂︶︵Ｃ︶と︑三板︵﹁一百納﹂︒終丁裏に﹁明和四年秋再板改

と︑再板︵﹁妹背六十八﹂︒また内題の上方に﹁再版﹂とある︶

上 J j

※同作七行本には︑初板︵終丁丁付．九十七﹂︶と︑再板︵．

﹁敦盛の志にて﹂︶︵Ａ︶と︑改修板︵同﹁敦盛卿の志にて﹂︶︵Ｂ︶

伝法屋吉九郎︵大︶

①曾隠︲扇守口︵ＥＳ場︶七行Ａ︾鱗形屋孫兵衛︵江︶・

脚いろは蔵三組盃

︵Ｂ︶とがある︒①②は︑再板︒

正﹂とある︶とがある︒また初板には︑未改修板︵六十六オ５
がある︒三板には︑未改修板︵内題右肩に年記﹁明和四年丁亥秋
改﹂とある︶︵Ｄ︶︑改修板︵内題右肩の年記を削る︶︵Ｅ︶があ
る︒①〜③は︑三板改修板︒

同作十行本には︑い本︵．七十内﹂︒一四十八オ６﹁心ざしに
て﹂︶︵Ａ︶︑ろ本︵．七十納﹂︒一四十八オ６﹁こ閃ろさしにて﹂︶

※同作七行本には︑未改修本︵ニウ７行末﹁金沢﹂の振り仮名

②曾幽造急上ｓ紹臼色七行Ａ恥奥付欠︒

﹁かなさは﹂︶︵Ａ︶︑改修本︵振り仮名﹁さは﹂のみ︒一部板木差

︵Ｂ︶︑は本︵﹁一七十軸﹂︒一四十七ウ皿﹁心ざしにて﹂︶︵Ｃ︶︑

に本︵﹁一谷七十軸﹂︒一谷四十七ウ皿﹁心ざしにて﹂︶︵Ｄ︶︑ほ

し替え︶︵Ｂ︶とがある︒①②は︑未改修本︒

松本平助︵江︶

本︵．谷七十納﹂︒一谷四十八ウー﹁心さしにて﹂︒享和二年再

︵Ｆ︶がある︒ ④⑤は︑に本︒

①巴いや向韻︲Ⅲ︵吊隠認︶七行Ｃ

帽絵本大功記

刻本︶︵Ｅ︶︑と
と本
本︵
︵享享
和和
一二
左年再刻本の覆刻本︒作者連名を削除︶

胞糸桜本町育
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今井七郎兵衛︵京︶・玉置清七︵大︶

修板 ︵四十二ウ６のみ﹁千代童﹂︑他は﹁清童﹂︶︵Ｂ︶︑第二次改

修板 ︵すべて﹁清童﹂︶︵Ｃ︶がある︒①は初板未改修板︑②は初
板第一 一次改修板︒

○ ○

把応神天皇八白幡
①望匿︲○韻Ｓき困己
②宙いや○韻ｓ紹望空

付付
欠欠

②巴置︲国観よ︵Ｓ忠隠︶七行Ｃ畠加島屋③一
③巴匿向韻︲口︵急急品︶七行Ｃ畠加島屋③一
④巴隠向韻︲ｙＳ隠浅巴七行Ｃ畠加島屋③︸
⑤留置向誤︲升Ｓ駕溌己七行Ｃ 奥付欠︒
︵終丁丁付﹁太功百十六納﹂︶がある︒また初板には︑未改修板

奥奥

③巴置︲ＯＢ︲︾／Ｓ龍臼己七行Ｃ急吉川宗兵衛一

⑥望いや○ｓ︵品闇屋︶十行Ａ

菊屋七郎兵衛︵京︶

⑤酋暖︲○ｓ︲升Ｓ紹望巴七行Ｄ急加島屋①一

④塵隠︲○ｓ︲ⅢＳ＄爲巴七行Ｄ畠天満屋②一

②曾隠︲○ｇ︲口Ｓ駕望三七行Ｃ畠吉川宗兵衛一

七行Ａ畠山本九右衛門②一

※同作七行本には︑初板︵内題の上方空白︶と再板︵内題の上方

者４人︶︵Ａ︶︑第一次改修板︵作者５人︶︵Ｂ︶︑第二次改修板

に﹁再版﹂とある︶︵Ｄ︶がある︒また初板には︑未改修板︵作

①富農︲○認︲ンＳ駕もｅ七行Ａ急山本九右衛門②一

板︒

※同作七行本には︑未改修板︵十三オ４﹁語るも︒﹂の節付﹁フ

①巴隠︲巳︵后尼囹︶七行Ｄ皿奥付欠︒

加大塔宮嶬鎧

︵作者７人︶︵Ｃ︶がある︒①〜③は初板第二次改修板︑④⑤は再

菊屋七郎兵衛︵京︶

②宮いや○認︲Ⅲ︵︵︶総ちこ七行Ｃ︾奥付欠︒

打奥州安達原

①巴いや画総︵︵︶さ司巴

帽役行者大峰桜

軒﹂を︑埋木で﹁千葉軒﹂と改める︶︵Ｃ︶がある︒①〜⑤は︑

①曾匿︲○届よ︵吊誤ｓ︶七行Ｃ島吉川宗兵衛一

ね近江源氏先陣館

●

､

●

■

※同作七行本には︑初板︵終丁丁付﹁太功百十五納﹂︶と再板
︵巻末３丁丁付﹁太功百十四﹂﹁太功百十四﹂﹁太功百十五納﹂︶
︵Ａ︶︑第一次改修板︵﹁太功百十三﹂﹁太功百十四﹂﹁太功百十五

A A

初板第二次改修板︒

納﹂︶︵Ｂ︶︑第二次改修板︵さらに従前の︑作者署名﹁近松千葉

十七

③巴匿︲○認人合篭＄巴十行Ａ云鶴屋喜右衛門︸
④曾匿︲○認︲口Ｓ認浅巴十行Ａ

※同作七行本には︑初板︵年記﹁宝暦十二年﹂云々︶と再板︵右
には︑未改修板︵貞任の息子の名前﹁千代童﹂︶︵Ａ︶︑第一次改

に加えて﹁安政三年丙辰十月再刻﹂とある︶とがある︒また初板
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門添削﹂﹁作者竹田出雲﹂と改める︶︵Ｃ︶︑第三次改修板︵﹁第三﹂

え︶︵Ｂ︶︑第二次改修板︵さらに従前の︑内題下﹁近松門左衛門

シ﹂︶︵Ａ︶︑第一次改修板︵﹁中フシ﹂︒十三・十四丁板木差し替

③は︑い本︒

﹁道七十畢﹂︶︵Ａ︶と︑ろ本︵﹁道七十﹂︶︵Ｂ︶の二種がある︒②

︵Ｂ︶とがある︒①は︑再板︒同作十行本には︑い本︵終丁丁付

と再板︵廿二ウー標題﹁第弐﹂の下に︑初段末の本文がある︶

十一行Ａ 奥付欠︒天満屋

十一行Ｅ︽糸屋市兵衛︵大︶

①雷農︲︻四国Ｓら誤巴七行Ａ芸山本九右衛門①一

四峨歌かるた

言取明寺殿百人上鴫﹂下巻の︑抜き本︒

鉢木道行ゆきの段﹂とあって︑いずれも竹本座紋を掲げる︒

Ａ本の題篭に︑﹁女はちの木竹本義太夫﹂︑①の題篭に︑﹁女

とがある︒①は後者︒

﹁女鉢木十五了﹂本︵Ａ︶と︑終丁丁付﹁はちの木十五﹂本︵Ｂ︶

※内題﹁女鉢の木最明寺殿道行﹂とある七行本には︑終丁丁付

①閏隠︲○急︵易ざ毛︶七行Ｂ韓奥付欠︒

詔女鉢の木

①臼函や○＄ｓ認望と

音曲侍兼山

玉水源二郎︵大︶

①習い．や○ｓ︵冨引ご︶

お音曲莞宝蔵

添削﹂﹁作者竹田出雲橡・松田和吉﹂を︑埋木で﹁近松門左衛
板木新刻︒従前の終丁丁付﹁礒八十八了﹂を︑﹁礒九十八了﹂と

奥付欠↑

七行Ａ郡奥付欠︒

七行Ａ畠加島屋①︸

七行Ａ

改める︶︵Ｄ︶がある︒①は︑第三次改修板︒

①巴いや○駅︵ｇ暗雪︶

四大友皇子玉座靴

①巴いや○誤ｓきき巴

型小栗判官車街道

①霞いや○局Ｓ団弓巴

配小田館双生日記

型男作五雁金
①閏いや○霞︵ＥＳ計︶十行Ａ亜奥付欠︒

②閏いやＯＳ上︵吊誤吊︶十行Ａ︾奥付欠︒

詣小野道風青柳硯
①巴匿︲望︵ｇ野電︶七行Ｂ畠加島屋①一
③巴隠︲○総︲口合諺圏埋十行Ａ差八文字屋八左衛門︼
※同作七行本には︑初板︵廿二ウー標題﹁第弐﹂の下空白︶︵Ａ︶
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奥付欠︒

①宮いや︻煙晟Ｓ＄露巴十行Ａ︾菊屋七郎兵衛︵京︶

釦加賀国篠原合戦

①曾置︲︻四届︵ＥＳ笥︶七行Ａ

訓加々見山廓写本

①閏置︲︻四囲︵ｓ窃認︶七行Ａ基佐々井治郎右衛門一

妬桂川連理柵

①圏置︲巖お︲へａ＄＄ｅ七行Ｄ豊吉川宗兵衛一

師仮名手本忠臣蔵

②冒暖︲︻四畠︲Ⅲｓ麗邉②七行Ｄ畔山本九兵衛︵京︶・

④宮隠︲︻ゆお︲ジ︵呂誤弓︶七行Ｅ墓加島屋②一

③巴置︲︻鼠甲口︵吊誤鶴︶七行Ｄ轆奥付欠︒

衛︵大︶

鱗形屋孫兵衛︵江︶・天満屋源治郎︵大︶・吉川宗兵

※﹃心中重井筒﹄の改題本︒宝永四年末初演﹁心中菫井筒﹄の山

①巴置︲︻四目︵Ｓ紹置︶六行Ａ韓奥付欠︒

亜重井筒

本板初板は︑八行本︵終丁丁付﹁井三十二了﹂︶︒まず享保十八年

※同作七行本には︑初板︵終丁丁付﹁忠九十九畢﹂︒﹁忠六十九﹂

⑤巴暖︲︻四盆︲Ⅲａ誤司巴七行Ｅ畠加島屋②一

興行時﹃追善重井筒﹂と改題された︵いずれも改題本残存︶︒の

陰刻︶︵Ａ︶︑大坂再板︵終丁丁付﹁忠九十九畢﹂︒﹁忠六十九﹂陽

七月再演興行時﹃重井筒容鏡﹂と改題︑次いで延享三年五月再演
ち安永四年九月再演のころ︑当時板株を所有していた玉水源次郎

刻︶︵Ｂ︶︑大坂三板︵終丁丁付﹁忠臣九十九畢﹂︒道行﹁水口の﹂

①巴いや︻煙曽合闇弓巴六行Ａ蹄奥付欠︒

記釜渕双級巴

大坂三板︑④⑤は大坂四板︒

九神﹂︒内題の上方に﹁改写﹂とある︶︵Ｃ︶とがある︒①〜③は︑

方に﹁再板﹂とある︒嘉永三年再刻︶︵Ｅ︶︑江戸再板︵﹁忠九十

﹁水口の﹂の節付と振り仮名亜﹁中ウキ﹂﹁みなくぢ﹂︒内題の上

板﹂とある︶︵Ｄ︶︑大坂四板︵終丁丁付﹁忠臣九十九畢﹂︒道行

の節付と振り仮名賑﹁中ウキン﹂﹁みなくち﹂︒内題の上方に﹁再

によって六行本が開板された︒

七行Ａ︾奥付欠︒

銅敵討優曇華亀山
①巴塁ｉ寄篭ｓ認隠ｅ七行Ａ急加島屋③一

①曾隠︲︻画駕︵︵︶さ鵠ｅ

釧敵討崇禅寺馬場

①曽匿︲︻煙紹︵Ｓ麗陪︶七行Ａ急山本九右衛門②﹈

弱敵討濫繧錦
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①窒騨や扇農﹈ａ認圏巴

弱鎌倉大系図

⑩鎌倉一一一代記

十行Ａ畠山本九右衛門②︸

苅萱桑門築紫蝶

①饅暖︲︻四＄︲口︵ＥＳ目︶七行Ａ轆鶴屋喜右衛門︵京︶
は他本の奥付︒

②筐置︲︻農やぅ︵易き宝︶七行Ａ亜奥付欠︒

元年正月初演大坂豊竹座初演︵紀海音作︶とは別物︒

※天明元年三月江戸肥前座初演︒角書﹁源頼家・源実朝﹂︒享保

改修板︵内題下﹁座本豐竹越前少橡﹂と埋木︶︵Ｂ︶がある︒①

初板には︑未改修板︵内魑下﹁作者並木宗輔・並木丈輔﹂︶︵Ａ︶︑

九十三畢﹂︒内題の上方に﹁再版﹂とある︶︵Ｃ︶とがある︒また

※同作七行本には︑初板︵終丁丁付﹁苅九十こ︶と再板︵﹁苅萱

③窒暖︲︻農やへＳさ駕己七行Ｃ部奥付欠︒

※同作七行本には︑未改修板︵七十一ウ６﹁隠し忍に﹂︶︵Ａ︶と︑

①曾暖︲罵曽︵Ｓ＄認︶七行Ｃ部奥付なし︒

改修板︵同﹁隠す刃に﹂︒この他︑埋木して節付を施す︶とがあ

②は初板未改修板︒③は再板︒

妬官軍一統志

七行Ａ︾奥付欠︒

︹西沢九左衛門一

奥付欠︒

︷西沢九左衛門﹈

奥付欠︒

奥付欠︒

︻加島屋③︺

奥付欠︒

奥付欠︒

加島清助︵大︶
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る︒また改修板には︑後ろ見返しに奥付をもつ本︵通常の体裁︶
︵Ｂ︶と︑終丁表を後ろ見返しとして︑終丁裏︵﹁浄瑠璃役割﹂︶

を前見返しに置く無刊記本︵Ｃ︶とがある︒①は︑改修板︵無刊

①臼いや巨︵屍＄き︶

E E E D D D C C A

媚祇園祭礼信仰記
①曾隠︲の合︵ｇ認急︶

②曾隠︲のミペ︵ＥＳ認︶

③巴匿︲のミ︲口Ｓ霜＄己

④曾隠ゐミ︲ンａ＄望む

⑤曾暖︲の合︲升ｓ紹昭ｅ

⑦閏いやの合︲一︶︵ｇ震計︶

⑥曾隠︲の合︲半ａら程ご

⑨巴いやのミーク︵吊鵠認︶

⑧曾匿︐⑦ミ︲Ⅱｓ駕認巴

行行行行行行行行行

記本︶︒

今井七郎兵衛︵京︶・

前川六左衛門︵江︶・玉水源治郎

七行Ａ

七行Ａ轆奥付欠︒

紙子仕立両面鑑
①巴隠︲囹雪Ｓち誤巴七行Ａ豊正本屋小兵衛︸

①巴いやＳ︵ら誤曽︶

埋唐士織日本手利

①巴いやｓ︵屍沼麗︶

偲韓和聞書帖

︵大︶

八木治兵衛︵京︶

七七七七七七七七七

紙﹁味方﹂で改訂︶︵Ａ︶︑貼紙・一部埋木改修板︵九十三オ７．

修板︵従前のすべてを埋木︶︵Ｃ︶がある︒①は︑埋木改修板︒

九十四ウ４の﹁丹後﹂を︑埋木で﹁若狭﹂と改訂︶︵Ｂ︶︑埋木改

⑩曾匿︲の合︲テ︵吊誤電︶七行Ｅ︾奥付欠︒
﹁祇百三終﹂︶︑再板︵﹁祇百ノ三﹂﹁祇百四﹂﹁祇百五全﹂︒内題の

①巴置︲肉匡弓Ｓ＄認己

十行Ａ︾奥付欠︒

七行Ａ基山本九右衛門①一

十行Ａ酌玉水源治郎︵大︶

②留置︲畠︵ら臼隠︶

釦楠昔噺

※同作七行本には︑初板︵巻末３丁丁付﹁祇百ノ百こ﹁祇百二﹂
上方に﹁再・板﹂とある︶︑三板︵﹁祇百ノ壱﹂﹁祇百ノー﹂﹁祇百

三終﹂︒内題の上方に﹁再・板﹂とある︶とがある︒また初板に
は︑初刷・貼紙改訂本︵内題﹁祇園祭礼信長記﹂を︑貼紙﹁信仰
記﹂で改訂︒廿五ウ６﹁誉ぞと勇心や﹂節付︾﹁キンハル﹂︶︵Ａ︶︑

第一次改修本︵廿五ウ６節付諏﹁キン﹂︒同丁板木差し替え︒た

罰久米仙人吉野桜
今井七郎兵衛︵京︶

①塵隠︲︻匡笥︵︵︶＄紹巴

だし初刷の改訂箇所は︑墨沫するのみ︶︵Ｂ︶︑第二次改修本︵廿
五ウ６節付︾﹁キン﹂︒初刷の改訂箇所を︑埋木で改修︶︵Ｃ︶が

皐軍術出口柳

ある︒再板は︑初板第二次改修本の覆刻本︵Ｄ︶︒三板は︑初板
板第二次改修本︒④〜⑥は︑再板︒⑦〜⑩は︑三板︒

十行Ａ皇菱屋治兵衛︼
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貼紙改訂本の覆刻本︵Ｅ︶︒①は︑初板貼紙改訂本︒②③は︑初

①習いや⑦程合ちぷ己

︷加島屋②一

︻山本九右衛門①︸

︻加島屋②一

七行Ａ︾奥付欠︒

A A A

認軍法富士見西行

②霞暖︲の程︲口︵呂囲誤︶

①留置︲の震よ︵ＥＳ＄︶

③習い今の程︲ｙ︵吊鵠駅︶

副傾城阿古屋の松

①曾置︲︻①弓︵ｓ麗笥︶

弱傾城阿波の鳴門

七七七

祇園女御九重錦
①曾置︲弓︵ろ誤認︶七行Ａ蝿奥付欠︒

七行Ａ畠加島屋③一

②曾置︲小番号なし︵弓司ｇ︶十行Ａ云鶴屋喜右衛門一

帽義士の書添
①曾瞳︲届︵扇沼曽︶

①置障や冨認︵置冨雪︶七行Ｃ畠加島屋③︸

帽岸姫松轡鑑
※同作七行本には︑初刷・貼紙改修板︵四オ７﹁天下の﹂を︑貼

行行行

六十六実践女子大学図耆館蔵浄瑠璃本目録

①當脚令嗣①喝︵急笥岳︶十行Ａ︾菊屋七郎兵衛︵京︶

十行Ａ畠鶴屋喜右衛門一

団恋八卦柱暦

①曾匿︲弓○圏︵８＄縄︶七行Ａ亜奥付欠︒

③営農︲の＄︲Ⅱ

②巴置︲の＄︲ン

①宙匿︲⑦＄よ

︵︵︶＠ｍ今函つ︶

︵つ酌四や④﹃︶

︵Ｃかつつ酌や︶

︵︵︶③印①﹃②︶

奥付なし︒

一山本九右衛門②一

奥付欠︒

奥付欠︒

奥付欠︒

※正徳五年春初演﹁大経師昔暦﹄七行本初板の︑改題本︵元文五

年十一月の改題再演興行時の埋木改訂︶︒

④曽置︲の＄︲口

唾極彩色娘扇

︷山本九右衛門②一

⑤巴暖︲冒思ｅ

八行Ａ轆奥付欠︒

︹山本九右衛門②一

︵︵︶司司︑ｍい︶

︹八文字屋八左衛門一

菱屋治兵衛︵京︶

A A A A A

②巴隠︲冒罵︵Ｅ呂陪︶七行Ｂ畠山本九右衛門②一

段物集︶へ提供するためであるので︑抜き本として単行された例

る丸本︶の板木を抜き刷りするのは︑多くは︑道行集︵いわゆる

者大峰桜﹂︵松竹大谷図書館認

も︲弓煙＄人︵総ろこ︑﹃三荘大夫

既刻の通し本の抜き刷り単行の例を︑これまで神津は︑一役行

※同作七行本には︑未改修板︵七十丁丁付の枠・飾り罫︶︵Ａ︶︑
部板木差し替え︶︵Ｂ︶︑第二次改修板︵従前の﹁由留木﹂を︑埋

は︑極めて珍しい・

通常︑抜き本は︑新たに板木をおこす︒既刻の通し本︵いわゆ

と思われる︒

無表紙／仮綴じ体裁で刊行されたもの︵本来︑奥付は無かった︶

の題篭︵﹁菊屋七郎兵衛板﹂とある︶を刷り付ける︒おそらくは︑

抜き刷りしたもの︒十六丁表に当る空白部分中央に︑同作十行本

※⑤は︑﹁第四心斎橋の段﹂︵十六丁裏〜廿五丁裏まで︶一段を︑

行行行行行

第一次改修板︵七十丁丁付の枠・飾りなし︵ただの長方形︶︒一

①宮置︲︻○紹人︵ｇ霞ご︶七行Ｂ 奥付欠︒

十七七七七

弱粧水絹川堤

四ｍやい︶

A A A A

七行Ａ畠正本屋小兵衛︸

十十七七

①巴隠︲路︵ｇ縄曽︶

画切①画︶

︵︒↑つい画③︶
︵Ｃ

︵Ｃ

︵Ｃや⑭唱司的︶

①筐いやの態Ｓ認曽色

>1'ヘロノ弔

釦恋女房染分手綱

行行行行

釘兼好法師物見車

臨臨臨臨布
駕ドドド製

木で﹁結城﹂と改訂︶︵Ｃ︶とがある︒①②は︑第一次改修板︒
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卵源平鵯鳥越

④③②①
留置巴巴源
F､9F､｡いい平

後三年奥州軍記

お︲弓呂やへ命周ｇ︶︑富日我五人兄

五人嬢﹂︵松竹大谷図書館認

①巴いやの＄︵ＥＳ総︶

七行Ａ豊山本九右衛門①一

七行Ａ郡奥付欠︒

七行Ａ癖奥付欠ハ

②宙いやの＄︵ＥＳ虜︶

①琶置︲の＄︲口Ｓ震ｇ巴

髄御所桜堀川夜討

弟﹄︵早稲田大学演劇博物館Ⅱ阜圏ｅ︑﹃百日曽我﹄︵早大演博Ⅱ
巨︲弓︶︑﹃宵庚申﹄早大演博Ⅲ己︲圏ら︑﹃吉野都女楠﹂︵早大演

博Ⅲ弓︐紹己の︑六点を確認していたが︑すべて大字七行本であ

なお﹁腕本朝廿四孝﹂の⑦も同様の体裁︒

った︒⑤は︑中字十行にみる︑はじめての例である︒

②宙置︲︻○認︲口︵吊馨調︶七行Ｃ芸山本九右衛門②︺

①巴置︲尿○麗人Ｓ＄＄ｅ七行Ｃ豊山本九右衛門②一

古戦場鐘懸の松

①曾暖︲昏紹人︵ｓ閉＄︶七行Ｂ畠山本九右衛門②一

③巴置︲︻○路︵ｇ匡合︶七行Ｃ↑奥付欠︒

囲国性爺合戦

③巴隠︲︻○圏︲口Ｓ紹司ｅ七行Ｅ 奥付欠︒

②曾置︲︻＆やぅＳ駕司巴七行Ｄ島加島屋①一

※同作七行本には︑未改修板︵四十五ウ５．六十五ウ４とも﹁将

ウ４は﹁将軍﹂のまま︶︵Ｂ︶︑第二次改修板︵四十五ウ５．六十

軍﹂︶︵Ａ︶︑第一次改修板︵四十五ウ５﹁大将﹂と埋木︒六十五

④留置六○紐︲Ⅲ︵ｇ誤認︶十行Ｃ畠鶴屋喜右衛門一
︵﹁大明百三終﹂︶︑他書即板い本︵板心﹁国﹂﹁九十終﹂︶︵Ｅ︶︑他

二次改修板︒

五ウ４とも埋木で﹁大将﹂と改訂︶︵Ｃ︶がある︒①〜③は︑第

※同作七行本には︑山本板初板︵﹁国九十﹂︶︵Ａ︶︑山本板再板

板再板には︑未改修板︵﹁きうせんさん﹂︵大明七十九オー︶己丁︶

①蜜いや︻ｏ麗人︵ＲＳＳ︶

七行Ａ畠山本九右衛門②﹈

七行Ａ︾奥付欠︒

②匿いやのど︵ＥＳ合︶

①宮瞳︲思念急お色

七行Ｄ︾佐々井治郎右衛門

七行Ｂ︾西宮新六︵江︶

卵碁太平記白石噺

②巴いや︻○謡︲口︵勗誤馬︶

師小袖組買練門平

書騨板ろ本︵板心﹁こく﹂﹁九十こ︶︵Ｆ︶とがある︒また山本
︵Ｂ︶︑第一次改修板︵﹁きうせんざん﹂︵九仙山一オー︶９丁に板

ある︒①は︑山本板再板︵未改修板︶・②は︑山本板再板︵第二

木を差し替える︶︵Ｃ︶︑第二次改修板︵元に戻した板︶︵Ｄ︶が

次改修板︶︒③は︑他書即板い本︒

同作十行本には︑江戸板︵﹁国五十三﹂の次が終丁︶︵Ａ︶︑上
方板︵﹁国三十六終﹂︶︵Ｂ︶︑京都板︵﹁国六十四了﹂︶︵Ｃ︶があ
る︒④は︑京都板︒
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行目﹁由良太夫・八十松﹂︑セウ七行目︵﹁三之巻﹂︶﹁鴫太夫・富

新太郎﹂︵﹁弐之巻﹂︶︑五オ三行目﹁志賀太夫・小四郎﹂︑六ウ五

※同作七行本には︑初板︵六十五ウ５﹁旅人の﹂の﹁の﹂にキズ

三郎﹂︑九ウ一行目﹁三根大夫・辰造﹂︑十五ウ一行目﹁むら太

︵大︶・榎並屋久蔵︵大︶・西宮新六︵江︶
がある︶と︑再板︵六十五ウ５﹁の﹂にキズがない︶とがある︒

オ一行目﹁由良太夫・八十松﹂︵ただし朱線消し︒﹁六之巻次編五

冊﹂︶︑四十オ一行目﹁由良太夫・八十松﹂︑四十五ウ一行目︵﹁七

夫・仙右衛門︒かわり役・由良太夫・八十松﹂︵四之巻︶︑三十七

年記﹁安永九年﹂云々とある︶︵Ｃ︶と︑改修本︵埋木で﹁弘化

門﹂︑六十二ウ七行目﹁久太夫・情五郎﹂︵﹁九之巻﹂︶とある︒こ

之巻﹂︶﹁三根太夫・辰造﹂︑四十八オ六行目﹁むら太夫・仙右衛

文﹁第十こ︶︵Ｂ︶がある︒再板には︑未改修本︵初板と同じく︑

三年丙午九月再板﹂と改める︶︵Ｄ︶とがある︒①は︑初板完本︒

また初板には︑未完本︵本文﹁第八﹂まで︶︵Ａ︶と︑完本︵本

②は︑再板改修本︒

居興行時の配役と推定される︒

れらの書き込みは︑天保五年二月十三日初日︑大坂いなり社内芝

①置匿︲︻○段︵易認認︶七行Ａ嘩奥付欠︒

両娠山姥
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的五天竺
①巴いやの己︵Ｓ曽忌︶七行Ａ︾奥付欠︒

祠木下蔭狭間合戦

︒一Ｊ︑ｒ︑服

︵Ａ︶と︑

③窒隠︲︻○急︲口︵品鵠司︶七行Ａ急加島屋①一

※同作七行本には︑山本板︵終丁丁付﹁山姥七十六了﹂︶

②曾蹟︲︻○急坐︵晨冨鵠︶七行Ａ茎天満屋②︼

大坂・他言騨板︵終丁丁付知板心﹁山﹂﹁八十四﹂︶︵Ｂ︶

①留暖︲困○認︲Ⅲｓ紹認ｅ七行Ａ︾奥付欠︒

③巴匿︲︻○認︲口︵吊鵠認︶七行Ａ︾佐々井治郎衛門

他 吾 津 板 ︵ 内 題 下 ﹁ 作 者 近 松 門 左 衛 門 ﹂ ︶ ︵ Ｃ ︶ と が あ る ︺︑〜罰

②巴匿︲需○認︲汁Ｓ紹認己七行Ａ叫奥付欠︒

︵大︶・西宮新六︵江︶・山崎金兵衛︵江︶・鱗形屋

二月者◆

孫兵衛︵江︶

泉

は︑山本板︒

全

⑤巴暖︲︻○認︲う︵吊鵠己︶七行Ａ串③に同じ

菱奥
屋付
治欠
兵 ･
衛

④巴匿︲尻○認︲へＳ路＄巴七行Ａ部③に同じ

②巴いや︻○認︵Ｓ盆忍︶

①巴いや獣︵后司酪︶

A A

花姻袖鏡

※⑥には︑次に掲げる各行の冒頭に朱筆の書き込みがある︒木下

十七

⑥巴隠︲︻○認︲︑／︵易きｓ︶七行Ａ︾③に同じ

壱オニ行目︵﹁発端壱之巻﹂︶﹁巻太夫・卯之助・さと大夫・金
造・木々大夫・鶴吉・八木大夫︒虎吉﹂︑三ウ六行目﹁為太夫︒

行行

改修本︵三十七ウ２﹁三千や﹂と埋木︒同丁オ４﹁根性相応﹂︑

※同作七行本には︑未改修本︵三十七ウ２﹁三千や﹂︶︵Ａ︶と︑

七行Ａ基佐々井治郎右衛門一

沼相模入道千疋犬
①巴隠わ届︵ＥＳ君︶七行Ａ畠山本九右衛門①︸

①宙いやの団己認囹ｅ

沼三国無双奴請状

※同作七行本には︑山本板︵終丁丁付﹁さか九十一終﹂︶︵Ａ︶と︑

オ７﹁守護神﹂︑ウ﹁無益﹂に︑振り仮名を埋木で追加︶︵Ｂ︶と

最明寺殿百人上臆←﹁鍋女鉢の木﹂ヲミヨ

他言津板︵板心﹁干疋﹂﹁九十﹂︶︵Ｂ︶とがある︒①は︑山本板︒

ね三拾石艦始

①巴隠︲殴震︵Ｓ曽蜀︶七行Ａ畠天満屋③一

がある︒①は︑改修本︒

泌桜 御 殿 五 十 三 駅
①曾匿わ急︵農Ｓご︶七行Ｂ畠吉川宗兵衛一

※同作は︑宝暦十三年四月初演﹃新舞台咲分牡丹﹂興行で初演︒

※同作七行本には︑﹁第十﹂の本文について︑未改修本︵Ａ︶︑第

一次改修本︵貼紙で改訂︶︵Ｂ︶︑第二次改修本︵埋木で改訂︶

段物集一新舞台咲分牡丹﹂冒頭に︑﹁新舞台・式三番／三十石龍

年記

︵Ａ︶

十行Ａ畔奥付欠︒

七行Ａ急正本屋小兵衛一

①曾匿︲馨紹︵急劇腿︶七行Ａ畠加島屋①一

距朕方武士鑑

①潭遥︲鴎︵屍鼈認︶

副しきしま操軍記

①巴いやの急︵Ｅ９８︶

即三荘大夫五人嬢

角書﹁源八渉・平太堤﹂︒①は︑寛政四年本︒

始三番つずき﹂︵目録題︶として︑﹁壱番目﹂から﹁三番目﹂ま

︵Ｃ︶とがある︒①は︑第一次改修本︒

十行Ａ云菱屋治兵衛︺

十行Ａ卵菱屋治兵衛︵京︶

でが収められた︒寛政四年五月︑﹁第四﹂以下を加えて︑再演︒

①曾匿わ急︵ｇ巨虐︶

巧桜 姫 賤 姫 桜

①霞蹟︲医︵屍窓闘︶

花小 夜 中 山 鐘 由 来

万三 軍 桔 梗 原
※同作七行本には︑未改修板︵終丁裏に﹁口上﹂がある︶

①閨匿わ＄︵急閉韻︶七行Ａ︾奥付欠︒
と︑改修板︵終丁裏に﹁口上﹂がなく︑替わって作者連名
がある︶︵Ｂ︶とがある︒①は︑未改修板︒
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顕持統天皇歌軍法
①留置︲瞳︵届諺謹︶七行Ｂ︾奥付欠︒
※同作七行本には︑未改修板︵六十五オ７﹁忍びのの緒﹂︶︵Ａ︶︑
改修板︵六十五オ７﹁忍びの緒﹂︶︵Ｂ︶とがある︒①は︑改修板︒

十行Ａ轆鶴屋喜右衛門︵京︶

七行Ａ部奥付欠⑤

十二段
①閏匿︲﹈韻合田館色七行Ａ恥奥付欠
餡崇徳院讃岐伝記
⑩閏いやのロ豊Ｓ認ご聖

師潤色江戸紫
①留騨や＄念︵︶縄陪︶

師生写朝貝話
紙屋与右衛門︵大︶・平野屋茂兵衛︵京︶・松本平助

①望暖︲豐忠︲口︵吊思＄︶七行Ａ轆玉水源治郎︵大︶・

七行Ａ韓松本平助︵江︶

︵江︶・綿屋喜兵衛︵大︶・加島屋清助︵大︶
②曾陣今淫忠︲へＳ色囲己七行Ａ部加島清助︵大︶

①巴匿︲﹈閉Ｓ認鬮ｇ

配自来也物語
天満屋安兵衛︵大︶

的塩飽七島稚陣取
①巴いやＥ︵届＄圏︶

七行Ａ

奥付欠︒

卯新うすゆき物語
①留置︲殿宅︵Ｓ謁怒︶七行Ａ畠加島屋①一

心中菫井筒←﹁馬重井筒﹂ヲミヨ
馴心中紙屋治兵衛

鱗形屋孫兵衛︵江︶・伝法屋吉九郎︵大︶

①曽隠︲嬰缶︵Ｓ巴ご︶七行Ａ轆天満屋源治郎︵大︶・

※同作七行本には︑未改修板︵五十四丁丁付に枠がある︶︵Ａ︶

︵Ｂ︶と︑第二次改修板︵内題下︑従前の﹁竹本染太夫正章﹂の︑

と︑第一次改修板︵五十四丁丁付に枠がない︒一部板木差し替え︶

﹁正章﹂を削除する︶︵Ｃ︶とがある︒①は︑未改修本︒

②巴隠︲小番号なし︵届拐孟︶七行Ａ畔加島清助︵大︶

兜信州川中島合戦
①巴暖︲淫閉合ち誤全七行Ａ畠山本九右衛門①﹈

心中宵庚申←﹁酬宵庚申﹂ヲミョ

①筥騨令嬰簡上Ｓさ態ｅ七行Ａ諏奥付欠︒

卵新版歌祭文
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兜須磨都源平臨燭
①宮いや普認Ｓさ壁巴七行Ａ

奥付欠

とは別物︒①巴匿わ匡認Ｓさ罵巴七行Ａ酌奥付欠︒

西宮新六︵江︶

※安永九年九月初演︒角書﹁おそめ・久松﹂︒

新板歌祭文
①留置︲馨宅︵Ｓ縄目︶七行Ａ

関取千両幟

菊屋七郎兵衛︵京︶・和多屋喜兵衛︵大︶
※文化元年八月初演︒角書﹁増・補﹂︒蝿とは別物︒

①留置︲艀と︵９＄鹿︶七行Ａ︾奥付欠︒
②留置︲艀と︵ｇ巨冷︶七行Ａ畠天満屋①一

※同作七行本は︑明和四年八月の同じ興行で︑同時初演の﹁花軍

蝿神霊矢口渡
①留屡︲聾＄よｓ認司ｅ七行Ｂ︾奥付欠︒

行された︒①②は︑単行本︒

︵大︶

※寛政十年八月初演﹁千︲里竹雪曙﹄の︑﹁六冊目﹂〜﹁八冊目﹂

のみの本文を収める︒当本のほか︑日本女子大学本も残るが︑同
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寿永春﹂とともに合刻され︑初板された︒のち初丁を新刻し︑単

0 0

倉橋屋仁助︵大︶・綿屋喜兵衛︵大︶

欠欠

②曾匿︲淫＄︲口ａききｅ七行Ｂ部菊屋七郎兵衛︵京︶・

①曾匿︲静認︲口︵畠誤司︶

伽摂州渡辺橋供養

②曾隠︲牌認︲へ︵ｓ謂駕︶

奥奥
付付

十行Ａ基変屋治兵衛︵京︶

A A

叩千里竹雪曙
①雷暖めの忍︵Ｓ隠弓︶七行Ａ 佐々井治郎右衛門

⑩匿いや艀笥︵ＥＳ密︶

畑世話言漢楚軍談

十七

※同作七行本には︑初板︵終丁丁付﹁矢口九十七大尾﹂︶︵Ａ︶と
再板︵﹁矢口納﹂︶︵Ｂ︶とがある︒①②は︑再板︒

①営農︲啓路上︵易思訟︶七行Ａ﹄山本九兵衛︵京︶・

卵菅原伝授手習鑑
吉川宗兵衛︵大︶・鱗形屋孫兵衛︵江︶

②霞暖め昆中ｙＳ混合ｅ七行Ｂ云天満屋①一
③曾隠の巨麗︲口Ｓ謬総色七行Ｂ畠天満屋②︼
※同作七行本には︑初板︵終丁丁付﹁手九十八終﹂︶︵Ａ︶と︑再
板︵﹁菅原九十八納﹂︒また内題の上方に﹁再版﹂とある︶︵Ｂ︶
とがある︒①は︑初板︒②③は︑再板︒

町須磨内裏霧弓勢

行行
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作の完本の存在は確認されていない︒

①臼匿︲普誤︵房ら腿︶十行Ａ部奥付欠︒

※同作十行本には︑山本板︵終丁丁付﹁石うす四十一了﹂︶

︵Ａ︶

と︑他言騨板︵板心﹁磨﹂﹁州八﹂︶︵Ｂ︶とがある︒①は︑ 山本

次に掲げる各行の冒頭に朱筆の書き込みがある︒千里四十五オ
２﹁春・駒吉﹂︵﹁六冊目﹂︶︑四十九ウ６﹁弥・松雨斎﹂︑五十七
板︒

伽染模様妹背門松

オ２﹁坂・勝次郎﹂︵﹁七冊目﹂︶︑五十七ウ７﹁越﹂︑六十一ウ４
﹁鐘﹂︑六十四オー﹁礒﹂︵﹁八冊目﹂︶︑六十九オー﹁麓・庄次郎﹂

とある︒また終丁裏﹁浄瑠璃太夫役割﹂各太夫名の左に︑朱筆で
三味線の書き込みがある︒﹁春太夫﹂に﹁駒吉﹂︑｜︲弥太夫﹂に

①曾函や普誤﹄へａさ観望七行Ａ云正本屋小兵衛﹈
②閏匿︲曽段岸口合駕急巴七行Ａ急正本屋小兵衛一
③巴瞳︲ｇ誤由ｓ認圏ら七行Ｂ畠加島屋③﹈

﹁松雨斎﹂︑﹁坂太夫﹂に﹁勝次郎﹂︑﹁越太夫﹂に﹁駒吉﹂︑﹁鐘太

④臼暖め○誤︲旨三易思急︶十行Ａ畠鶴屋喜右衛門一

※同作七行本には︑初板︵内題上空白︶︵Ａ︶と︑再板︵内題の

夫﹂に﹁嶬八﹂︑﹁礒太夫﹂に﹁文五郎﹂︑﹁麓太夫﹂に﹁庄次郎﹂

これらの書き込みは︑寛政十年八月三日初日︑初演興行時の配

再板︒

上方に﹁再板﹂とある︶︵Ｂ︶とがある︒①②は︑初板︒③は︑

同作十行本には︑京都板︵﹁染模様三十六﹂︶︵Ａ︶︑大坂板

菊屋七郎兵衛︵京︶・和泉屋善
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とある︒

役を示すものと推定される︒

畑相馬太郎華文談

︵﹁染三十四納﹂︶︵Ｂ︶︑くわえて﹁おそめ・久まつ／妹背門松﹂

と改題した本・京都鶴屋板︵﹁おそめ叶六納﹂︶︵Ｃ︶とがある︒

①巴暖め︵︶駅︵Ｅ９３︶七行Ａ畠西沢九左衛門一
※同作七行本には︑初板︵内題上空白︶︵Ａ︶と︑再板︵内題の

④は︑京都板︒

108

七行Ａ︾本屋卯之助︵大︶・

上方に﹁再・板﹂とある︶︵Ｂ︶とがある︒①は︑初板︒

前川六左衛門︵江︶

①留置︲弓四圏︵８＄謡︶

仰大功艶書合
八行Ａ豊山本九右衛門①一

剛曽我扇八景
十一行Ａ云八文字屋八左衛

大内裏大友真鳥

兵衛︵大︶

①巴瞳︲曾誤︵Ｅ９億︶

曽我虎が磨

②留匿︲普麗︵ｇ陪認︶
門﹈

105

①筐置肖︶扇︵︵︶さ＄巴七行Ａ急山本九右衛門②︸

①習里︲弓四隠人︵急患路︶七行Ａ畠山本九右衛門②︼

伽太平記菊水之巻
②曾隠︲弓画隠︲口︵畠暗闇︶七行Ａ豊山本九右衛門②一

③留置︲圏︵昴諺＄︶十行Ａ峠奥付欠︒
※同作七行本には︑初板︵終丁丁付﹁菊九十八納﹂︶︵Ａ︶と︑再
板︵﹁改﹁菊九十八納﹂﹂︒内題の上方に﹁再・版﹂とある︶︵Ｂ︶
とがある︒①②は︑初板︒

叩太平記忠臣講釈

川太平鳴戸の船詞

︵大︶・西宮新六︵江︶

①曾置︲弓四圏ａｓ訊巴

①宙いや自︵扇路ざ︶

地平惟茂凱陣紅葉

鱗形屋孫兵衛︵江︶

七行Ａ恥佐々井治郎右衛門

七行Ａ豊山本九右衛門②一

①曾爵︲ロ３︵９段縄︶七行Ｃ︾中川藤四郎︵京︶・

畑伊達競阿国戯場

︵大︶④天満屋安兵衛︵大︶

丁子屋平兵衛︵江︶・膿屋宗太郎︵大︶・綿屋平兵衛

︵Ａ︶︑第一次改修本︵四十一オ４﹁御こへ耳に絹川か︒﹂と埋木︶

︵Ｂ︶︑第二次改修本︵年記︾従来の﹁三月廿一日﹂を︑埋木で

※同作七行本には︑未改修本︵四十一オ４﹁御声に絹川が︒﹂︶

奥付欠︒

﹁正月二Ⅱ﹂と改める︒そのほか作者署名や本文を改める︶︵Ｃ︶

①留置︲弓烏曽ンａ駕鵠ｅ七行Ｂ

③巴瞳︲弓煙隠︐口︵急Ｓｇ︶七行Ｃ云天満屋①一

とがある︒①は︑第二次改修本︒

②曾置︲弓烏曽Ⅲ︵ｇ忠ら︶七行Ｂ畠吉川宗兵衛一

⑤曾彊︲弓煙隠﹄︑／︵呂陪臼︶十行Ａ咋奥付欠︒

④曾置︲弓島国︵ｇ困余︶七行Ｃ畠加島屋①一

※宝暦元︵寛延四︶年正月初旗︒角書﹁那須野狩人・那須野猟師﹂︒

州玉藻前礒挟
①曾暖︲９︵尼患司︶七行Ａ畠西沢九左衛門一

⑥筥農︲弓馬曽汁︵９＄紐︶十行Ａ畠菱屋治兵衛一
※同作七行本には︑初板︵内題上空白︶と︑再板︵内題の上方に

同作七行本の終丁丁付は︑﹁玉百畢﹂︒肥とは別物︒

⑦曾暖︲弓四隠岸へ︵Ｓ器閏︶十行Ａ却菊屋七郎兵衛︵京︶
﹁再板﹂とある︶︵Ｃ︶とがある︒また初板には︑内題下﹁伊豆

①巴いや弓葛中﹈Ｓ謬露二七行Ａ︾奥付欠

怖玉藻前嶬挾

嫁﹂・作者連名﹁伊豆﹂を︑貼紙で﹁文吉﹂と改める本︵Ａ︶︑
埋木で改める本︵Ｂ︶とがある︒①②は︑初板埋木本︒③④は︑
再板︒
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②巴隠︲弓呂中口合ら段＄し七行Ａ云天満屋③一
※文化三年三月初演︒角書﹁絵本Ｔ 増 補 ﹂ ︒ 同 作 七 行 本 の 終 丁 丁
付は︑﹁玉九十七畢﹂︒Ⅲとは別物︒

加島渭助︵大︶

十行Ａ︾奥付欠︒

①宮瞳︲弓畏四ｓ詔駕己七行Ａ

柿田村麿鈴鹿合戦

ｗ壇浦兜軍記
①留陣やロ認ｓ＄ｇｅ

肥近頃河原達引
︵大︶・鱗形屋孫兵衛︵江︶

①
の鹿己
合認
認隠
隠睡
巴半
七行Ｃ部佐々井治郎衛門
処巴
巴里
い︲
や○
※同作七行本には︑未改修本︵年記﹁天明五乙巳年九月九日﹂︶

七行Ａ輯今井七郎兵衛︵京︶

七行Ａ 奥付欠︒

︵Ｃ︶とがある︒①は︑再改修本︒

︵Ａ︶︑改修本︵﹁己五月五日﹂︶︵Ｂ︶︑再改修本︵元板に戻す︶

巾児源氏道中軍記
①巴暖︲のおａ紹弓ｅ

伽彫刻左小刀
西沢小兵衛︵大︶

①巴豐︲ｏ認Ｓ罵邉ｇ

①宮暖︲ｏ認Ｓき＄巴

棚蝶花形名歌島台

①巴いや届自認鋸巴

煙鎮西八郎誉弓勢

①宮暖め①程︵︵︶ご場ｅ

棚摂津国長柄人柱
②巴隠︲静程Ｓ紹曽ｅ

剛津国女夫池

七行Ａ︾奥付欠︒

七行Ａ急天満屋②一

奥付欠︒

菱屋治兵衛︵京︶

奥付欠︒

③曾瞳︲弓①認上︵急冷＄︶十行Ｂ恥山木九兵衛︵京︶

②画届．や弓①窓︲ン︵ｓ謂誤︶十行Ａや奥付欠︒

①巴置︲弓の段︲口︵︵︶さ出色六・七行Ａ

価天神記

天智天皇←ロ＄豊年秋の田﹂ヲミョ

阿波屋平七︵大︶

①曾匿︲弓の望Ｓ認曽ｅ七行Ａ抑鱗形屋孫兵衛︵江︶

噛角額嫉蛇柳

①巴隠︲房鶴︵ｓ賠沼︶七行Ａ畠山本九右衛門①一

A A

※同作十行本には︑終丁丁付﹁﹁天五十三﹂終﹂とある本︵Ａ︶︑
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十七
行行

伝法屋吉九郎︵大︶

七行Ａ﹄天満屋源治郎︵大︶・

七行Ａ急西沢九左衛門一

﹁菅叶六了﹂本︵Ｂ︶とがある︒②は︑﹁﹁天五十三﹂終﹂本︒㈲
は︑﹁菅叶六了﹂本︒

ｗ天 智 天 皇 苅 穂 庵
①曾暖白①獣︵９＄程︶

畑道中亀山噺
鱗形屋孫兵衛︵江︶

①曾暖白曽ちぢ＄巴

︵潔
Ｓ駕巨︶七行Ｂ急佐々井治郎右衛門一
①窒暖︲弓○急合

唖夏祭浪花鑑

①巴隠︲ｚ認︲口ａ留置ら七行Ａ

奥付欠︒

②窒匿︲ｚ認︲シＳ留置巴七行Ｂ錨奥付欠︒

③巴暖︲ｚ団人Ｓきち二七行Ｂ云天満屋②一

※同作七行本には︑﹁第七﹂いわゆる﹁長町裏﹂義平次の太夫指

定を︑﹁百合﹂とする本︵未改修板︶︵Ａ︶と︑﹁錦﹂とする本

︵改修板︶︵Ｂ︶とがある︒﹁錦﹂は︑宝暦五年七月﹃庭涼操座舗﹄

興行での︑部分再演時の配役︒段物集﹃庭涼操座舗﹂への板木流

用の際︑改修された︒①は︑未改修板︒②③は︑改修板︒

細日蓮記児硯
①曾隠︲ｚごａ農露ｅ七行Ａ

幽融大臣塩竈桜花

※延享四年十月初演雨ろは日蓮記﹂ の改題本︒

近江屋藤兵衛︵江︶

︑未
未改修本︵八十五ウー﹁諸はい﹂に振り仮名
※同作七行本には︑

なお現在︑宝暦元年十月初演の同作をもって︑浄瑠璃作者﹁並

︵Ａ︶︑改修本︵﹁並木正三﹂︶︵Ｂ︶とがある︒①〜④は︑改修本︒

※同作七行本には︑未改修本︵作者連名二人目﹁安田蛙桂﹂︶と

④曾匿︲ｚご︲う︵ｇ昭ら︶七行Ｂ畠紙屋与右衛門︸

③塵暖︲ｚご︲口︵易思念︶七行Ｂ云天満屋③︸

②留置︲ｚ己共Ｓき誤巴七行Ｂ云天満屋③︸

正本屋清兵衛︵大︶

①曾隠︲ｚご︲Ⅲ︵呂賠盆︶七行Ｂ︾万屋仁右衛門︵京︶︑

剛日蓮聖人御法海

・改
改修本︵八十五ウー﹁詔はい﹂に振り仮名
がない︶︵Ａ︶と︑

七行Ａ叫奥付欠

﹁ へ つ ら ﹂ と 埋 木 ︶ ︵︵
ＢＢ︶とがある︒①は︑改修本︒

剛殿造千丈嶽
①巴置︲弓︵弓雪念︶

一吉川宗兵衛一をもつ︶

側那須与市西海硯
①巴暖︲ｚ詔︵ｇ駕邑十行Ａ︾奥付欠︵別本の奥付

﹁那七十了﹂本︵Ｂ︶とがある︒①は︑﹁なす六十八了﹂本︒

※同作十行本には︑終丁丁付﹁なす六十八了﹂とある本︵Ａ︶︑
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木正三﹂の初出と考えられているが︑疑問︒次の︑十二月初演

︵京︶・玉置清七︵大︶

③曾置︲侭︵晨冨腱︶七行Ｃ︾西沢九左衛門︵大︶・
松本平助︵江︶・今井七郎兵衛︵京︶・八木治兵衛

十九の次の丁付﹁八十六﹂︶︵Ａ︶︑第一次改修本︵﹁八二十この

﹁一谷撤軍記﹄をその初出とすべきであろう︒

噸日本賢女鑑
①琶匿︲ｚ弓Ｓ認鴎巴七行Ａ癖竹中渭助︵大︶

まま︒﹁八六十﹂と埋木︶︵Ｂ︶︑第二次改修本︵﹁八二十壱﹂と板

剛艶容女舞衣

は︑第二次改修本︒

※同作七行本には︑未改修本︵二十の次の丁付﹁八二十こ︑五

※同作七行本には︑初板︵挿絵なし︶︵Ａ︶と︑再板︵本文を覆

木差し替え︒﹁八六十﹂︶︵Ｃ︶とがある︒①は︑未改修本︒②③

七行Ａ畠山本九右衛門②一

刻︒挿絵を加え︑五分冊したもの︶︵Ｂ︶とがある︒①は︑初板︒

①匿匿︲ｚ謡Ｓ急閉全

七行Ａ︺奥付なし︒

ユ､ノリ

︑ご局・や困匡Ｓ認麗三七行Ａ︾奥付欠︒

①留置︲国目︵Ｓ国司︶七行Ａ諏正本屋九左衛門︵大︶

Ⅷ花筏巌流島

※延享三年十一月初演︒角書﹁月本鑓梅・幸崎鬼移﹂︒文化七年

①閏匿︲函弓︵急巴＄︶七行Ｂ畠天満屋②一

※的備考参照︒単行本︵後刷︶︒

①閏隠︲圏①念呂お巴

七行Ｂ部溝口治郎右衛門︵大︶

岬競伊勢物語
②霞いや急︵毛窓忍︶
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価庭涼座舗操

箱根霊験萱仇討

︵京︶・鶴屋喜右衛門︵京︶・柏屋宗七︵京︶・吉野

屋与左衛門︵大︶・今井七郎兵衛︵京︶・菱屋治兵衛

松本平助︵江︶
︵︐大︶

七行Ｃ ︽奥付欠︒

仰花軍寿永春

九月初演﹃花筏巌流島﹂︵角書なし︶とは別物︒

する組み合せ︒

八陳守護城

②留画．や国巨︲口ａ圏辰己

今井七郎兵衛︵京︶． 土 置 清 七

延巴唖．や国巨︲へＳさ圏と

七行Ａ

︵京ごを︑﹁綿屋平兵衛︵大︶・綿屋喜兵衛︵大︶﹂と

②留暖出扁︲口Ｓ認這巴七行Ｂ津①の﹁松屋清助

屋勘兵衛︵京︶・松屋清助︵京︶

①曾隠︲出易︲へＳ＄＄己七行Ａ︾松本平助︵江︶・紙

137

138

③巴匿︲圏②︵ｇ鯉謂︶七行Ｂ皿溝口治郎右衛門︵大︶

①は︑﹁前咲﹂下巻︒

※同作七行本は︑﹁前咲﹂上下︑﹁後咲﹂上下の︑四冊から成る

小山屋吉兵衛︵江︶・

②曾置︲圏︵ｇ余韻︶七行Ｄ函佐々井治郎右衛門

山口屋又市︵大︶・大坂屋秀八︵江︶

①曾隠︲国目︵Ｓ曽窃︶七行Ｂ

ｗ花上野誉の石碑

④巴匿出匡合さ闇巴七行Ｂ錨溝口治郎右衛門︵大︶
※安永四年四月大坂・中の芝居の︑歌舞伎興行で初演︒同作七行
本は上下二冊で刊行された︒①は︑上巻︒②〜④は︑下巻︒

因みに︑浄瑠璃での初演は︑同年八月︒浄瑠璃では︑﹃増補競
伊勢物語﹄︵内題︶一冊本が刊行された︒

十行Ａ︾菊屋七郎兵衛︵京︶

十行Ａ部奥付欠︒

※同作七行本には︑初板︿四ウ７﹁押とぎめ・﹂の節付﹁色﹂に︑

︵大︶・西宮新六︵江︶・石渡利助︵江︶

①留置︲函喝︵Ｓ計望︶

噸花系図都鑑
②曾隠︲国喝Ｓ圏曽己

完未改修本︵内題下作者署名︒終丁丁付﹁上野八十一納﹂︶︵Ａ︶︑

未完改修本︵内題下座本署名︶︵Ｂ︶︑完本︵終丁丁付﹁上野百六

の本文がある︶︵Ｄ︶︑二分冊本︵初板未完改修本相当分を上巻︑

納﹂︶︵Ｃ︶とがある︒再板には︑未分冊本︵﹁第八﹂標題・冒頭

七行Ａ急正本屋小兵衛一

した︒﹁第八﹂標題・冒頭の本文がない︶︵Ｆ︶とがある︒①は︑

冒頭の本文を削った︶︵Ｅ︶︑合冊本︵上下を合わせ︑再び一冊と

七行Ａ畠天満屋②一

キズがある︶と再板︵キズがない︶とがある︒また初板には︑未

州花衣いろは縁起
①画届．や国目︵急駕埼︶

七行Ａ畠加島屋③一

以下を下巻とする︒この際︑上巻終丁裏にあった﹁第八﹂標題・

①留置︲函冒Ｓさ獣ｅ

蛎花檸会稽掲布染
②閏瞳出目Ｓ弓麗と

初板未完改修本︒②は︑再板未分冊本︒

咄花雲佐倉曙

①巴匿︲国目︵急ｇ雪︶七行Ａ

①巴
目目︵Ｓ紹乞︶七行Ｂ輯丁子屋平兵衛︵江︶・
巴い
いや
や西西

蠅花魁苔八総
河内屋長兵衛︵大︶・綿屋喜兵衛︵大︶・菊屋七郎兵

︵大︶・榎並屋久蔵︵大︶・綿屋喜兵衛︵大︶

奥付欠︒

衛︵京︶・鶴屋喜右衛門︵京︶・柏屋宗七︵京︶・吉

②留暖︲国目︵急ぎ認︶七行Ｂ︾和泉屋市兵衛︵江︶・
菊屋七郎兵衛︵京︶・加島屋清助︵大︶・本屋清七
︵京︶・大文字屋得五郎︵京︶

野屋勘兵衛︵京︶・菱屋治兵衛︵京︶・平野屋茂兵衛
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※ 同 作 七 行 本 は ︑ 当初上下二冊で刊行されたが︑のちに一冊本と
し て 出 た ︒ ① は ︑ 上巻︒②は︑下巻︒

叩孕常盤
①留置︲函紹︵ＥＳ＄︶七行Ａ峰奥付欠︒
※同作七行本には︑山本板︵終丁丁付﹁孕八十了﹂︶︵Ａ︶と
書津板︵板心﹁孕三十三﹂︶︵Ｂ︶とがある︒①は︑山本板︒

七行Ａ芸天満屋①一

七行Ａ邸加島清助︵大︶

行行行

A A A

奥付欠︒
一天満屋②一
︹天満屋②一

①曾隠︲国豊︲口︵呂望麓︶七行Ａ急山本九右衛門②一

僻日高川入相花王

玉水源治郎︵大︶・今井七郎兵衛︵京︶・松本平助

②巴暖︲函望︲︑／︵呂尉＆︶七行Ａ卵山本九菓亭︵大︶・

︵江︶・紙屋与右衛門︵大︶

七行Ａ芸西沢九左衛門一

③曾暖︲函翌上︵Ｓ謂認︶十行Ａ云菱屋治兵衛一

①雷瞳出司︵９＄君︶

価人丸万歳台

①望暖出詔上︵Ｅｓ３︶七行Ａ急山本九右衛門②︸

齢姫小松子日の遊

②宙暖︲国＄︲︑皇呂ちｓ︶七行Ａ畠山本九右衛門②﹈

③曾隠︲国＄︲口ｓ認圏己七行Ｂ畠加島屋①一

※同作七行本には︑初板︵十七オ２﹁暇﹂︑同オ４﹁幸イ﹂に振

り仮名がある︶︵Ａ︶︑再板︵振り仮名がない︶︵Ｂ︶とがある︒

①②は︑初板︒③は︑再板︒

町日吉丸一一度清書

七行Ａ轆奥付欠︒

大津屋治郎右衛門︵大︶・天満屋安兵衛︵大︶

①巴いや閏︵屍巴司︶七行Ａ︾松本平助︵江︶

①巴いや国ごＳ紹思色

蝿日吉丸稚桜
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剛繁花地男鑑
①巴匿︲品︵ら誤琶︶

播州皿屋舗

改修本︒

①巴障や国留︲口ｓ麗匡巴

噸彦山権現誓助剣
②留置︲西野︲へ︵ｓ忠ｇ︶

③巴いや函司︲ンＳ認匡ら

七七七

︵﹁臘月﹂︒偏の﹁虫﹂を︑﹁月﹂と埋木︶︵Ｂ︶とがある︒①は︑

※同作七行本には︑未改修本︵年記﹁蝋月﹂︶︵Ａ︶と︑改修本

唖番場忠太紅梅箙
①巴隠由弓︵ｓ韻巴︶七行Ｂ云正本屋小兵衛﹈

山霞蝉や国岳︵急駕圏︶

1
5
1

他

①巴いや国窃︵Ｓ紹匡︶

細比良嶽雪見陣立
七行Ａ豊天満屋②一

①曾陰︲四ｓ︲う︵ｓ監司︶七行Ｂ軸加島清助︵大︶

伽ひらかな盛衰記
②曾豐由③苧口︵急＄震︶七行Ｂ︾玉水源治郎︵大︶・
︵江︶・綿屋喜兵衛︵大︶・加島屋清助︵大︶

紙屋与右衛門︵大︶・平野屋茂兵衛︵京︶・松本平助

③巴置出窃合紹おｅ十行Ａ︾奥付欠︒
※同作七行本には︑初板︵終丁丁付﹁盛九十三了﹂︶︵Ａ︶と︑再

十行本には︑角書﹁逆櫓松・矢箙梅﹂のない本︑ある本とがあ

板︵﹁盛衰九十九治﹂︶︵Ｂ︶とがある︒①②は︑再板︒

る︒また終丁丁付の異同で示すと︑前者には︑板心﹁盛﹂﹁七十
治﹂本︵Ａ︶︑﹁盛六十二治﹂本︵Ｂ︶︑﹁ひらかな七十﹂本︵Ｃ︶

があり︑後者には︑無記載︵前丁﹁盛六十九﹂︶本︵Ｄ︶︑﹁ひら

かな七十納﹂本︵年記﹁寛政五年﹂再板の記載もある︶︵Ｅ︶と

十行Ａ恥奥付欠︒

七行Ａ︾奥付欠働

がある︒③は︑角書なし・板心﹁盛﹂﹁七十治﹂本︒

①巴匿︲甸忠︵急湧ｇ︶

咽風俗太平記

①曾脚や甸誘ｓ紹曽と

唖藤原秀郷俵系図
十行Ａ

菊屋七郎兵衛︵京︶

②匿いや甸呂Ｓ認隠②

①曾障苧甸君︵︵︶電麗巴

咽双生隅田川

七行Ａ畠山本九右衛門①一

七行Ａ豊山本九右衛門①一

①筐置︲甸君︵ＥＳ総︶

七行Ａ蝿加島清助︵大︶

剛双蝶蝶曲輪日記

②筥農︲国君よＳ場Ｓ巴

価振袖天神記

①留置︲甸縄︲口合震ｇｅ七行Ａ酌奥付欠︒

②曾置蜀縄人Ｓ紹弓巴七行Ａ急吉川宗兵衛一

菊屋七郎兵衛︵京︶

七行Ａ云天満屋①﹈

十行Ａ

︵Ａ︶と︑改修本︵﹁畜生ならしらず﹂︶︵Ｂ︶とがある︒①②は︑

※同作七行本には︑未改修本︵四十七オ２﹁畜生ならすらず﹂︶

未改修本︒

価武烈天皇艤
①巴いや＄︵扇麗笥︶

ｗ平家女護島
①巴いや国臼︵急曽＄︶

畑北条時頼記

②曾脚や国曽︲口ｓ認匡巴十行Ａ諦奥付欠︒

①営農出曽冬︵ｇ謂縄︶七行Ａ酌正本屋九左衛門︵大︶

※同作七行本には︑初板︵セオ４﹁桐が谷まで﹂の﹁桐﹂に︑振
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︵Ａ︶と︑改修本︵内題下﹁作者西沢一風﹂と埋木︶︵Ｂ︶がある︒

た初板には︑未改修本︵内題下﹁作者西沢一風・並木宗助﹂︶

り仮名がない︶と︑再板︵振り仮名がある︶︵Ｃ︶とがある︒ま

﹁又実父の小鳥に﹂︑七十ウ４﹁仰せに親子﹂と肌木︵Ｃ︶とがあ

他は︑そのまま︶︵Ｂ︶と︑第二次改修本︵さらに四十九オ３

と︑第一次改修本︵七十九オ４﹁おれがなりかはり﹂︶と埋木︒

十ウ４﹁仰せに諸共﹂︑七十九オ４﹁わしがなりかはり﹂︶︵Ａ︶

②曾隠出震︲口合ら認埋七行Ａ急吉川宗兵衛一
③巴陰︲用やう︵吊巴岳︶七行Ａ急吉川宗兵衛一

①置瞳︲国望︲升︵易望ら︶七行Ａ部奥付欠︒

畑本朝汁四孝

る︒①は︑第二次改修本︒

①は︑初板未改修本︒

噸豊年秋の田︵内題﹁天智天皇﹂︶

①曾隠
騨︲
苧弓の謡︵急務認︶七行
行Ｂ
Ｂ畠山本九右衛門①﹈

一部改作したもの︒山本板再板︵七行本︒初板は八行本︶の板木

④閏隠出監︲Ⅲ︵呂巴ｓ︶七行Ａ畠加島屋①一

※同作は︑正徳五
五年
年九
九月
月︵
︵前
前年
年に
に没
没し
した
た竹本筑後橡︵初世義太夫︶

を流用︑一部板木を差し替えて成る︒従来︑﹃豊年秋の田﹄は︑

⑥巴匿︲国震︲へ︵言自国︶十行Ａ癖奥付欠︒

⑤窒置︲全︵冨曽も︶七行Ａ量加島屋②﹈

の一周忌追善興行︶
︶初
初演
演︒
︒元
元禄
禄五
五年
年三
三月
月吋
以前初演﹁天智天皇﹂を︑

天理図書館本一点のみが知られていたが︑このたび︑当館にもう

⑦臼暖︲︻○圏⑤︵急＄弓︶十行Ａ部奥付なし︒

一点残ることが判った︒

※⑦は︑﹁第三﹂前半︵廿八丁裏〜三十三丁裏３行目の途中まで︶︑

﹃豊年秋の田﹂は外題替︵題篭のみ改題︶で︑内題は﹃天智天
皇﹄︒①は題策を欠くため︑内題をもとに整理・登録されていた︒

﹁桔梗が原﹂の段を︑抜き刷りしたもの︒廿八丁表に当る空白部

燗万戸将軍唐日記

①巴隠妄厨おＳ認鴎巴

七行Ｂ畠加島屋③一

刷り単行の例については︑﹁鑓極彩色娘扇﹂備考参照のこと︒

本目録﹁舵極彩色娘扇﹂の⑤も︑同様の体裁︒通し本の抜き

無かった︶と思われる︒

り付ける︒無表紙／仮綴じ体裁で刊行されたもの︵本来︑奥付は

分中央に︑同作十行本の題篭︵﹁菊屋七郎兵衛板﹂とある︶を刷

﹁第五﹂標題が︑丁裏三行目にあるのが﹃天智天皇﹂︑丁裏一

十行Ａ部菊屋七郎兵衛︵京︶

行目にあるのが﹁豊年秋の田﹂︑の特徴である︒

①匿いや閉︵屍路笥︶

ｍ本田善光日本鑑

①富暖︲国震合
ｓら鰹辺七行Ｃ咋奥付欠︒

︑本朝橿特山
※同作七行本には︑
崎未改修本︵四十九オ３﹁実父の小鳥に﹂︑七
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※同作七行本には︑未改修本︵﹁作者梁塵軒﹂︶︵Ａ︶と︑改修本

小堀屋源助︵大︶・松本屋万吉︵江︶・上総屋利兵衛

①曾瞳︲三①闇︵ＥＳ畠︶七行ＢＴ大和屋吉兵衛︵大︶・

①望匿︲昌隠︲﹀／
︵つ吟つい︑↑︶

︵︵︶⑭い﹄︑つ︶

︹吉川宗兵衛一

奥付欠︒

︻加島屋①﹈

加島清助︵大︶

とがある︒①は︑完本︒

①曾脚や扇︵ｇご弓︶

伽羅山比翼塚

剛山城の国畜生塚

①宮いや昌匡Ｓ烏隠ご

慨八重霞浪花浜荻

七行Ａ

奥付欠︽

七行Ａ豊紙屋与右衛門一

他書津板︵﹁絶八十川了﹂︶︵Ｂ︶とがある︒①は︑山本板︒

※同作七行本には︑山本板︵終丁丁付﹁平九十四終﹂︶︵Ａ︶と

①曾暖︲宮︒隠合罵培己七行Ａ畠吉川宗兵衛一

哩椎狩劔本地

①曾暖︲三○段︵ｇ麗隠︶十行Ａ畔奥付欠︒

矧物くさ太郎

七行Ａ釜佐々井治郎右衛門一

の次が終丁︶︵Ａ︶︑完本︵本文﹁第九﹂まで︒﹁先代百六﹂︶︵Ｂ︶

※同作七行本には︑未完本︵本文﹁第六﹂まで︒﹁先代七十五﹂

︵江︶

︵﹁作者浅田一烏・但見弥四郎・梁塵軒﹂と埋木︶︵Ｂ︶とがあ
る︒①は︑改修本︒

②曾隠︲言隠上

︵︵︶⑭今ＣＣ︵︶︶

︵Ｃ函的﹄︒﹈︶

七行Ａ恥奥付欠︒

正本屋小兵衞︵大︶

A A A A

①巴暖︲言辰︵︵︶認隠巴七行Ａ︾奥付欠︒

捌身替弧張月

③曾暖︲冒隠︲口

行行行行

七行Ａ

七七七七

ｓ圏曽巴十行Ａ鋪鶴屋喜右衛門︵京︶

①巴いや段︵屍路罵︶
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稲一一一日太平記

④巴いや巨園やⅢ

怖都鳥東古跡
①曾置︲色︵ｇ窟蛍︶︶
※読本浄瑠璃︒

昔男春日野小町

伽羅先代萩

①巴いや宮①陰

畑名筆傾城鑑

稲︶や﹄い↑︲夛自巨画︑︵Ｃ切四﹃昌司︶
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価倭仮名在原系図
①雷いや昌急Ｓ＄＄巴

①巴隠営閉︵置急ｇ︶

伽鑓の権三重帷子

纐纈紺屋譜

十行Ａ部奥付欠︒

十行Ａ 谷村清兵衛︵京︶

七行Ｂ癖菊屋七郎兵衛︵京︶︒

七行Ｂ︾菊屋七郎兵衛︵京︶

︵江︶・宮崎半兵衛︵大︶・武田宗輔︵大︶

︵つ︑いいつい︶

︵大︶
︵つ⑬四四つ今︶

④臼暖︲国＄よ︵ｇ謂盟︶十行Ａ轆菱屋治兵衛︵京︶・
菊屋七郎兵衛︵京︶
※同作七行本には︑初板︵年記﹁寛政元己酉年﹂云々のみ︶と︑
再板︵右に加え︑﹁寛政四壬子年秋再板﹂とある︶︵Ｃ︶とがある︒

シ﹂︶︵Ａ︶と︑改修本︵﹁早五ッ年セ其時生れたそなたも五シ﹂︶

また初板には︑未改修本︵五十四ウー﹁早五シとせ︒そなたも五
︵Ｂ︶がある︒①②は︑初板改修本︒③は︑再板︒

①當脚や尽雪ｓ認勗ら

剛行平礒馴松

七行Ａ轆奥付欠︒

①曽置︲氏＄︵置呂品︶七行Ａ︾奥付欠︒

伽由良湊千軒長者

七行Ａ部正本屋九左衛門︵大︶

②宮凶や小番号なし︵宮司ｓ︶十行Ａ︾菊屋七郎兵衛︵京︶

百合稚高麗軍記
①臼いや目Ｂａ認曽辺

哩百合若大臣野守鏡
①筐置︲路︵勗麗忠︶八行Ｂ︾正本屋善四郎︵大︶

※同作八行本には︑山本板︵終丁丁付﹁百合六十八了﹂︶︵Ａ︶と︑

騨板︒

他書津板︵板心﹁百合﹂﹁四十八﹂︶︵Ｂ︶とがある︒①は︑他書

①曾隠︲唇蜀︵ｇ沼ｇ︶七行Ａ︾奥付欠︒

噸宵庚申

※﹁心中宵庚申﹄の﹁心中﹂を削った︑改題本︒

剛義経腰越状

︵江︶・万屋仁右衛門︵京︶

①曾匿︲函縄︵ｇ惠駕︶七行Ｂ圭口文字屋治郎兵衛

※同作七行本には︑未完本︵﹁第三﹂まで︒終丁丁付﹁腰六十﹂︶
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①曾いや閂匡弓ｓ詔麗︶七行Ａ︾藤井孫兵衛︵京︶・
八木治兵衛︵京︶・前川六左衛門︵江︶・西宮新六

①宙豐︲冒邉︲口

慨有職鎌倉山
正本屋小兵衛
正本屋小兵衛
…

②當置︲昌忠︲Ⅲ
へ

③習隠︲昌忠︲う︵ｇ認ｇ︶七行Ｃ急加島屋③一

大

1
9
1

187

︵﹁腰四十二﹂丁付陰刻︶︵Ａ︶と︑改修本︵﹁腰四十二﹂丁付陽刻︶

と︑完本︵﹁腰九十三畢﹂︶とがある︒また未完本には︑未改修本

﹁黒蔵子﹂︶︵Ａ︶と︑改修本︵﹁黒蔵主﹂︶︵Ｂ︶がある︒①②は︑

百一大尾﹂︶︵Ｃ︶とがある︒また初板には︑未改修本︵作者連名

※Ⅲ作七行本には︑初板︵終丁丁付﹁義百大尾ごと︑再板︵﹁義

初板未改修本︒③〜⑤は︑再板︒

仰吉野都女楠
︵Ｃ

︵つい④争い︒︶

いいつつ︶

②巴匿︲尽縄︲口

①巴隠︲屋縄人

七行Ａ島吉川宗兵衛一

十一行Ａ︾奥付欠︒

七行Ａ畠山本九右衛門①一

がある︒明和元年十二月初演﹃嬢景清八島日記﹂への︑﹁第三﹂
板木転用ののち︑同段を補刻したのが︑改修本︵Ｂ︶︒なお完本

改修本︒

は︑未完改修本へ﹁第四﹂以下を補ったもの︵Ｃ︶︒①は︑未完

①曾匿︲昌縄︵Ｓ罵ら︶七行Ｂ畠山本九右衛門①一

蠅義経千本桜

①巴障や冒些︵急駕畠︶

畑よみ売三巴
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②曾展︲目︵勗筐駅︶七行Ｃ豊山本九右衛門②︸

奥付欠︒

︹吉川宗兵衛一

︹吉川宗兵衛一

﹇吉川宗兵衛︺

︹吉川宗兵衛一

十行Ａ︾菊屋七郎兵衛︵京︶

A A A A A

※同作七行本には︑初板︵終丁丁付﹁千百終﹂︶と︑再板︵﹁千本

①曾置肉扇︲口︵畠罵笥︶

剛蘭著待新田系図

⑤巴いや困団︲ｙ︵呂認場︶

④曾暖︲詞晟坐︵三ｓ縄︶

①雪函・今晟︵蛍︶禽蟹︶︶

柳立春姫小松

七七七七七

①曾置︲君届よ︵Ｅｇ圏︶七行Ａ部正本屋九左衛門︵大︶

加和田合戦女舞鶴

行行行行行

百終﹂︶とがある︒また初板には︑未改修本︵九十ウ３﹁宿酬﹂
の振り仮名﹁しゆくしう﹂︶︵Ａ︶︑第一次改修本︵九十ウ３﹁宿
酬﹂の振り仮名﹁しゆくじう﹂︒板木差し替え︶︵Ｂ︶︑第二次改

加島清肋︵大︶

奥付欠︒

奥付欠︒

一西沢九左衛門一

奥付欠︒

③曾置︲韻Ｉへ︵邑握＄︶

C C C A A

②曾隠︲謡︵易宮殿︶

七七七七七

修本︵従前の﹁釣瓶鮓やの弥左衛門﹂を︑﹁釣瓶鮓︒御鮓所の弥

行行行行行

左衛門﹂と埋木︶︵Ｃ︶とがある︒①は︑第一次改修本︒②は︑
第二次改修本︒

義仲勲功記

③習いや呂縄︲Ⅱ︵ｇ震認︶

④習いや居隠︲ヘＳら誤巴

③留置︲丙紹Ｓ紹認己

②雷彊︲呂縄︲う︵呂認臼︶

①曾障や菌忠︲口︵︵頭認属︶
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②巴瞳︲乏届︲口︵吊囹忠︶七行Ａ︾正本屋九左衛門︵大︶

③や属・半呂︵屍宮＄︶七行Ｂ畠加島屋③一
※同作七行本には︑未改修本︵内題下﹁作者並木宗輔﹂︶︵Ａ︶と︑

改修本︵内題下﹁座本豊竹越前少操﹂と埋木︶︵Ｂ︶とがある︒
①②は︑未改修本︒③は︑改修本︒

︹義太夫節以外の部﹈

１︹逸題段物集︺
﹁豊後節段物集﹂︒

①認中国鼈︵呂急臼︶

※﹁秋葉文庫﹂旧蔵本︒

①巴いやご＄︵ｇ囲路︶

２浮名の染色

十一行Ａ轆奥付欠︒耆題篭

七行Ａ軸正本屋仁兵衛︵大︶

①忍中○詞Ｓお＄巴横本十一行部奥付欠︒

３篭宿梅

※﹁秋葉文庫﹂旧蔵本︒根岸正海氏﹁千葉胤男︵辻町︶文庫の宮

二○○一年三月所収︶付載の︑﹁宮古路節段物集一覧﹂で︑﹁現在

古路節段物集﹂︵﹃演劇研究﹂第二十四号︑早稲田大学演劇博物館︑

串〃○

十行Ｃ亜奥付欠㈲

所在不明﹂とする﹁秋葉文庫﹂旧蔵の︑﹁宮古路鶯宿梅﹂はこれ

①巴隠︲丙匡圏︵呂罵認︶

４熊井太郎孝行之巻

※終丁丁付﹁熊井汁五終﹂本

５げんじゑぼしをり・源氏ゑぽしおり

①曾暖︲小番号なし︵届謁＄︶十行Ｄ韓奥付欠︒
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②筥隠命置︵ＥＳお︶十行Ｆ部山木九兵衛︵京︶
屋市兵衛

①忍中昌認

︵つ今いつやや︶

︵大︶

※﹁秋葉文庫﹂ 旧蔵本︒

※①は︑内題﹃げんじゑぼしをり﹄︑終丁丁付・板心﹁ゑほし折﹂
﹁四十﹂本︒②は︑内題﹁源氏ゑぼしおり﹄︑﹁ゑ二十五了﹂本℃

値宮薗東大全

全﹂はこれヵ︒

①巴匿︲乏置Ｓさ圏ｅ

掴和国女眉間尺

横本十一行Ａ郡奥付欠︒糸

奥付欠︒

八行Ａ︾奥付欠︒

覧﹂で︑﹁現在所在不明﹂とする﹁秋葉文庫﹂旧蔵の︑﹁宮薗東大

※﹁秋葉文庫﹂旧蔵本︒前述の︑根岸正海氏﹁宮古路節段物集一

①認中昌沼人︵ｇ閉ら︶六行Ａ

６塩竃大臣
木下甚右衛門︵江︶

十行Ｃ︾奥付欠︒

①留匿︲淫目︵三ｓ瞳︶八行Ａ

①曾瞳︲巴︵易諺認︶

７酒 呑 ど う じ

奥付欠︒

横本十一行Ａ弛奥付欠︒

①認中冨露や口︵ｇお副︶六行Ａ恥奥付欠︒

８増 補 宮 薗 集 都 大 全

①認中○認︵言茂呂︶

９蝶の舎
※﹁秋葉文庫﹂旧蔵本︒

①認中三コ③︵置曽ｇ︶横本十一行Ａ

加宮古路晩桜
※﹁秋葉文庫﹂旧蔵本︒前述の︑根岸正海氏﹁宮古路節段物集一

兎桜﹂はこれ力︒

覧﹂で︑﹁現在所在不明﹂とする﹁秋葉文庫﹂旧蔵の︑﹁宮古路玉

洞宮古路花筏
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