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2018年12月4日、古典芸能研究センターでは、四世竹本相生太夫の遺族から資料の寄贈

を受けた。内容は、和本（床本・丸本・稽古本）、洋装本、パンフレット類その他である。

和本に関しては、センターホームページ内の「電子版和書目録」で、洋装本は同じく「洋

装本検索」で検索が可能であるが、その全容を示すため作成したのがこの一覧表である。

「電子版和書目録」には詳細な書誌情報を記載しているが、本一覧には最低限の書誌のみ

記載した(凡例参照)。

〈凡例〉

・和本はいずれも本来の外題にもどして五十音順に並べた。

・和本の書名の後の番号は、各資料の請求番号である。

・和本は、刊写の別・書型・刊写年と備考を記した。

・文楽・歌舞伎のパンフレット類は詳細は省略し冊数のみ記した。

一、和本

【床本】

1 赤い陣羽織 二場三場(五－３－３－166)

写 大本 平成5 表紙太夫名：相生大夫（四世）

2 蘆屋道満大内鑑 四ノ中(五－３－３－167)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

3 熱原物語 神四郎邸(五－３－３－168)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

4 伊賀越道中双六 和田行家屋敷(五－３－３－169)

写 大本 平成3 表紙太夫名：相生大夫（四世）

5 伊賀越道中双六 圓覚寺の段(五－３－３－170)

写 大本 平成1 表紙太夫名：相生大夫（四世）

6 伊賀越道中双六 圓覚寺(五－３－３－171)

写 大本 昭和59 表紙太夫名：相生大夫（四世）

7 伊賀越道中双六 郡山宮居ノ段(五－３－３－172)

写 大本 表紙太夫名：相子太夫

8 伊賀越道中双六 饅頭娘の段(五－３－３－173)

写 大本 昭和28 表紙太夫名：相生太夫（三世）

9 伊賀越道中双六 五ツ目婚礼之段(五－３－３－174)

写 大本 表紙太夫名：相生太夫

10 伊賀越道中双六 沼津里の段(五－３－３－175)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

11 伊賀越道中双六 八ツ目岡崎之段(五－３－３－176)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

12 石川五右衛門 義輝館の段(五－３－３－177)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

13 石の花 (五－３－３－178)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

14 伊勢音頭恋寝刃 油屋の段(五－３－３－179)

写 大本 大正12 表紙太夫名：相生大夫

15 伊勢音頭恋寝刃 貢十人切の段(五－３－３－180)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

16 一谷嫩軍記 脇ヶ浜宝引の段(五－３－３－181)

写 大本 昭和34 表紙太夫名：相生大夫（三世）

17 一谷嫩軍記 花見の段(五－３－３－182)

写 半紙本 明寺43 表紙太夫名：富子大夫
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18 一谷嫩軍記 熊谷桜の段(五－３－３－183)

写 大本 昭和36 表紙太夫名：相子大夫（三世）

19 一谷嫩軍記 熊谷陣屋ノ段(五－３－３－184)

写 大本 昭和31 共表紙太夫名：相生大夫（三世）

20 今宮心中 瓦町橋浜際の段(五－３－３－185)

写 大本 平成10 表紙太夫名：相生大夫（四世）

21 今昔凧絵競 (五－３－３－186)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

22 〔妹背山婦女庭訓〕 蝦夷子館の段(五－３－３－187)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

23 妹背山婦女庭訓 蝦夷子館の段(五－３－３－188)

写 大本 平成6 表紙太夫名：相生大夫（四世）

24 妹背山婦女庭訓 萬歳の段(五－３－３－189)

写 大本 昭和52 表紙太夫名：相生大夫（四世）

25 〔妹背山婦女庭訓〕 三段目 大判事(五－３－３－190)

写 大本 昭和27 表紙太夫名：相生大夫（三世）

26 〔妹背山婦女庭訓〕 山の段(五－３－３－191)

写 大本 昭和35 表紙太夫名：相子大夫（三世）

27 妹背山婦女庭訓 井戸替の段(五－３－３－192)

写 大本 昭和44 表紙太夫名：相生大夫（三世）

28 妹背山婦女庭訓 金殿の段(五－３－３－193)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

29 絵本太功記 鉄扇の段(五－３－３－194)

写 大本 昭和49 表紙太夫名：相生大夫（四世）

30 〔絵本太功記〕 本能寺の中(五－３－３－195)

写 大本 表紙太夫名：相子大夫

31 〔絵本太功記〕 局注進の段(五－３－３－196)

写 大本 表紙太夫名：相子大夫

32 〔絵本太功記〕 〔妙心寺〕(五－３－３－197)

写 大本

33 〔絵本太功記〕 瓜献上の段(五－３－３－198)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

34 奥州安達原 八幡太郎館(五－３－３－199)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

35 奥州安達原 矢の根の段(五－３－３－200)

写 大本

36 奥州安達原 袖萩祭文段(五－３－３－201)

刊 大本

37 近江源氏先陣館 盛綱館の段(五－３－３－202)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

38 〔大江山の鬼退治〕 羅生門之だん(五－３－３－203)

写 大本

39 大江山の鬼退治 渡辺綱屋敷のだん(五－３－３－204)

写 大本 平成10 表紙大夫名：相生大夫（四世）

40 大江山の鬼退治 大蜘蛛退治(五－３－３－205)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

41 大阪繁昌記 大塩平八郎居間 大丸屋堂島店先(五－３－３－206)

写 大本 昭和35 表紙大夫名：相生大夫（三世）

42 お蝶夫人 (五－３－３－207)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫
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43 〔お夏清十郎 寿連理の松〕 湊町の段(五－３－３－208)

写 大本 大正3

44 女殺油地獄 河内屋之段(五－３－３－209)

刊 大本 昭和48 表紙大夫名：相生大夫（四世）

45 女殺油地獄 逮夜の段(五－３－３－210)

写 大本 平成1 表紙大夫名：相生大夫（四世）

46 還春三彩絵模様 (五－３－３－211)

写 大本 昭和31 表紙大夫名：相生大夫（三世）

47 色模様文五郎好 (五－３－３－212)

写 半紙本 表紙大夫：相生大夫

48 加賀見山旧錦絵 草履打の段(五－３－３－213)

写 大本 昭和31 表紙大夫名：相生大夫（三世）

49 加賀見山旧錦絵 奥庭の段(五－３－３－214)

写 大本 昭和31 表紙大夫名：相生大夫（三世）

50 〔加賀見山旧錦絵〕 (五－３－３－215)

写 半紙本

51 敵討襤褸錦 郡山八幡宮段(五－３－３－216)

写 大本 表紙大夫名：相子大夫

52 桂川連理柵 帯屋の段(五－３－３－217)

写 大本 昭和32 表紙大夫名：相生大夫（三世）

53 〔桂川連理柵〕 帯屋の段(五－３－３－218)

写 半紙本

54 〔仮名手本忠臣蔵〕 桃井館の段(五－３－３－219)

写 大本 昭和33 表紙大夫名：相生大夫（三世）

55 〔仮名手本忠臣蔵〕 進物の段(五－３－３－220)

写 大本 表紙大夫名：相子大夫

56 〔仮名手本忠臣蔵〕 裏門の段(五－３－３－221)

写 大本 表紙大夫名：相子大夫

57 〔仮名手本忠臣蔵〕 霞ヶ関の段(五－３－３－222)

写 大本 昭和40 表紙大夫名：相子大夫

58 〔仮名手本忠臣蔵〕 二ツ玉の段(五－３－３－223)

写 大本 昭和33 表紙大夫名：相生大夫（三世）

59 〔仮名手本忠臣蔵〕 身賣の段(五－３－３－224)

写 大本 昭和45 表紙大夫名：相子大夫

60 〔仮名手本忠臣蔵〕 (五－３－３－225)

写 大本 保護表紙大夫名：相生大夫

61 〔仮名手本忠臣蔵〕 平右衛門抜書(五－３－３－226)

写 大本 昭和5 表紙大夫名：相子大夫

62 〔仮名手本忠臣蔵〕 七段目掛合 伴内(五－３－３－227)

写 半紙本 昭和35 表紙太夫名：相子大夫

63 〔仮名手本忠臣蔵〕 斧九太夫書抜(五－３－３－228)

写 大本 昭和34 表紙大夫名：相生大夫（三世）

64 仮名手本忠臣蔵 由良助(五－３－３－229)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

65 仮名手本忠臣蔵 道行旅路の嫁入(五－３－３－230)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

66 〔仮名手本忠臣蔵〕 山科の段(五－３－３－231)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

67 〔仮名手本忠臣蔵〕 山科閑居ノ段(五－３－３－232)

刊 大本 明寺45 床本の版本。表紙大夫名：相生大夫
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68 仮名手本忠臣蔵 焼香の段(五－３－３－233)

写 半紙本 昭和40 表紙大夫名：相生大夫

69 鎌倉三代記 米洗の段(五－３－３－234)

写 大本 平成8 表紙大夫名：相生大夫（四世）

70 鎌倉三代記 三浦別の段(五－３－３－235)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

71 紙子仕立両面鑑 大文字屋段(五－３－３－236)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

72 苅萱桑門筑紫※ 大内館ノ段(五－３－３－237)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

73 〔苅萱桑門筑紫※〕 三段目切り(五－３－３－238)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

74 祇園祭礼信仰記 鳶田の段(五－３－３－239)

写 大本 昭和57 表紙太夫名：相生大夫（四世）

75 祇園祭礼信仰記 鳶田の段口(五－３－３－240)

写 半紙本 表紙太夫名：相子大夫

76 〔祇園祭礼信仰記〕 金閣寺ノ段(五－３－３－241)

写 大本 大正14

77 岸姫松轡鑑 飯原兵衛館の段(五－３－３－242)

写 大本 表紙太夫名：濱靱太夫

78 京鹿子娘道成寺 (五－３－３－243)

写 大本 表紙太夫名：相生太夫

79 楠昔噺 碪拍子の段(五－３－３－244)

写 大本 平成6 表紙太夫名：相生太夫（四世）

80 楠昔噺 碪拍子の段(五－３－３－245)

写 大本 床本

81 国言詢音頭 五人伐の段(五－３－３－246)

写 大本 昭和59 表紙太夫名：相生太夫（四世）

82 粂仙人吉野花王 山のだん(五－３－３－247)

写 大本 表紙太夫名：相生太夫

83 曲輪文章 吉田屋の段(五－３－３－248)

写 大本 昭和35 表紙太夫名：相生太夫（三世）

84 傾城恋飛脚 新口村の段(五－３－３－249)

写 大本 保護表紙太夫名：相生太夫 共表紙①：三世相生大夫。共表紙②：春大夫

85 契情倭荘子 蝶の道行(五－３－３－250)

写 大本 昭和35 表紙太夫名：相生太夫（三世）

86 源氏物語 (五－３－３－251)

写 大本 昭和31 表紙太夫名：相生大夫（三世）

87 源平布引滝 二段目の中(五－３－３－252)

写 大本 昭和20 表紙太夫名：千駒太夫

88 源平布引滝 三段目の切(五－３－３－253)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

89 〔源平布引滝〕 かいな(五－３－３－254)

写 大本 表紙太夫名：相生

90 〔源平布引滝〕 九郎助住家ノ段(五－３－３－255)

写 大本 表紙太夫名：相子大夫

91 源平布引滝 四段目の切(五－３－３－256)

写 大本 昭和40 表紙太夫名：相生大夫（三世）

92 恋女房染分手綱 能舞台定之進切腹段(五－３－３－257)

写 大本 昭和33 表紙太夫名：相生大夫（三世）
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93 〔恋女房染分手綱〕 重の井子別レ(五－３－３－258)

写 大本 大正1 表紙太夫名：相生大夫（三世）

94 〔恋女房染分手綱〕 〔沓掛村の段〕(五－３－３－259)

写 大本 大正22

95 〔恋女房染分手綱〕 沓掛村より阪下の段(五－３－３－260)

写 大本 大正5 表紙太夫名：三司

96 恋女房染分手綱 坂の下の段(五－３－３－261)

写 大本 表紙太夫名：相子大夫

97 恋娘昔八丈 城木屋の段(五－３－３－262)

写 大本 昭和33 表紙太夫名：相生大夫（三世）

98 恋娘昔八丈 才三勘当の段(五－３－３－263)

写 大本 平成1 表紙太夫名：相生大夫（四世）

99 極彩色娘扇 天王寺村の段(五－３－３－264)

写 大本 表紙太夫名：内匠大夫

100 国性爺合戦 三段目の切(五－３－３－265)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

101 〔碁太平記白石噺〕 逆井村の段(五－３－３－266)

写 大本 表紙太夫名：時大夫（六世）

102 碁太平記白石噺 逆井村の段(五－３－３－267)

写 大本 昭和32 表紙太夫名：相生大夫（三世）

103 〔碁太平記白石噺〕 浅草の段(五－３－３－268)

写 大本 平成9 表紙太夫名：相生大夫（四世）

104 碁太平記白石噺 新吉原の段(五－３－３－269)

写 大本 表紙太夫名：相子大夫

105 五天竺 遁世釜煮のだん(五－３－３－270)

写 大本 昭和60 表紙太夫名：相生大夫（四世）

106 五天竺 遁世釜煮のだん(五－３－３－271)

写 大本 明寺19 表紙太夫名：織大夫（二世）

107 〔五天竺〕 人参菓より釜煮の段(五－３－３－272)

写 大本 昭和6 表紙太夫名：相生大夫（四世）

108 寿式三番叟 (五－３－３－273)

写 大本 昭和36 表紙太夫名：相生大夫（三世）

109 寿連理の松 湊町の段(五－３－３－274)

写 半紙本 表紙太夫名：芦秀

110 碁盤太平記 山科閑居中(五－３－３－275)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

111 さくら川 (五－３－３－276)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

112 〔桜鍔恨鮫鞘〕 鰻谷の段(五－３－３－277)

写 大本 表紙大夫名：竹子

113 三国伝来玄象譚 (五－３－３－278)

写 大本 平成5 表紙太夫名：相生大夫（四世）

114 三人片輪 (五－３－３－279)

写 半紙本 表紙太夫名：相子大夫

115 偲月面影曽我 雪の部(五－３－３－280)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

116 出陣 (五－３－３－281)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫（三世）

117 酒呑童子枕言葉 兵具揃の段(五－３－３－282)

写 大本 昭和36 表紙太夫名：相生大夫（三世）

～四世竹本相生太夫旧蔵資料～
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118 春琴抄 春琴住居塀外の段(五－３－３－283)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫（四世）

119 生写朝顔話 摩耶が嶽(五－３－３－284)

写 大本 昭和53 表紙太夫名：相生大夫（四世）

120 〔生写朝顔話〕 浜松小家の段(五－３－３－285)

写 大本 昭和37 表紙太夫名：「昌子」とある上に紙を貼り「相生大夫」

121 〔生写朝顔話〕 笑ひ薬のだん(五－３－３－286)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

122 〔生写朝顔話〕 宿屋の段切 大井川(五－３－３－287)

刊 大本 明治44

123 〔生写朝顔話〕 大井川の段(五－３－３－288)

写 大本 昭和35 表紙太夫名：相子大夫

124 〔生写朝顔話〕 道行 返り咲吾妻の路草(五－３－３－289)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

125 猩々 (五－３－３－290)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

126 〔新薄雪物語〕 清水寺の段(五－３－３－291)

刊 大本 床本の複 写。表紙太夫名：相生大夫

127 〔新薄雪物語〕 清水の段 国行(五－３－３－292)

写 大本 昭和55

128 〔新薄雪物語〕 渋川使者の段(五－３－３－293)

写 大本 昭和55 表紙太夫名：相生大夫（四世）

129 新薄雪物語 兵衛館の段(五－３－３－294)

刊 大本 明寺5 床本の複 写本。表紙太夫名：相生大夫

130 新薄雪物語 兵衛館の段(五－３－３－295)

写 大本 明治19 表紙太夫名：組大夫

131 新曲紅葉狩 (五－３－３－296)

写 大本 平成9 表紙太夫名：相生大夫（四世）

132 新曲龍虎 (五－３－３－297)

写 大本 紙太夫名：相生大夫（三世）

133 新作ささやきの竹 (五－３－３－298)

刊 大本 の複 写（コピーか）。表紙太夫名：相生大夫（四世）

134 新石橋 猛競壽獅子 (五－３－３－299)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

135 〔心中天網島〕 (五－３－３－300)

写 大本 平成8 表紙太夫名：相生大夫（四世）

136 〔心中天の網島〕 新地茶屋段(五－３－３－301)

刊 大本 昭和2 床本の版本。

137 〔心中天網島〕 名残の橋尽し(五－３－３－302)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

138 心中刃は氷の朔日 平兵衛小かん夜の朝顔(五－３－３－303)

写 半紙本 表紙太夫名：相子大夫

139 心中宵庚申 上田村の段(五－３－３－304)

写 大本 昭和37 表紙太夫名：相生大夫(三世）

140 心中宵庚申 お千代半兵衛道行(五－３－３－305)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

141 新版歌祭文 長町の段(五－３－３－306)

写 大本 表紙太夫名：相子大夫

142 新版歌祭文 長町の段(五－３－３－307)

写 半紙本 表紙太夫名：相子大夫

～四世竹本相生太夫旧蔵資料～
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143 神霊矢口渡 頓兵衛内のだん(五－３－３－308)

写 大本 昭和61 表紙太夫名：相生大夫

144 酔奴 (五－３－３－309)

写 半紙本 表紙太夫名：相生大夫

145 〔菅原伝授手習鑑〕 時平別館段(五－３－３－310)

写 大本 明治44 表紙大夫名：富子太夫

146 菅原伝授手習鑑 加茂堤の段(五－３－３－311)

写 大本 昭和44 表紙太夫名：相生大夫（三世）

147 菅原伝授手習鑑 筆法伝授より築地の段(五－３－３－312)

写 大本 昭和39 表紙太夫名：相生大夫（三世）

148 〔菅原伝授手習鑑〕 築地の段(五－３－３－313)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

149 菅原伝授手習鑑 道行戀の重荷(五－３－３－314)

写 大本 昭和12 表紙太夫名：千駒大夫

150 菅原伝授手習鑑 貳段目の中(五－３－３－315)

写 大本 平成8 表紙太夫名：相生大夫（四世）

151 〔菅原伝授手習鑑〕 二段目の切(五－３－３－316)

写 大本 大正6 表紙太夫名：實太夫

152 〔菅原伝授手習鑑〕 東天紅の段(五－３－３－317)

写 大本 昭和33 表紙太夫名：相生大夫（三世）

153 〔菅原伝授手習鑑〕 佐田村(五－３－３－318)

写 大本 昭和30

154 菅原伝授手習鑑 配所の段(五－３－３－319)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

155 菅原伝授手習鑑 四段目の口 天拝山之段(五－３－３－320)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

156 〔菅原伝授手習鑑〕 松王邸之段(五－３－３－321)

写 大本 明治45 表紙大夫名：一枝

157 〔菅原伝授手習鑑〕 寺入の段(五－３－３－322)

写 大本 昭和45 表紙太夫名：相子大夫

158 〔摂州合邦辻〕 (五－３－３－323)

写 大本

159 〔摂州渡辺橋供養〕 四段目の切(五－３－３－324)

写 大本 表紙太夫名：千駒大夫

160 〔増補忠臣蔵〕 本蔵下屋敷段(五－３－３－325)

写 大本 明治44 表紙太夫名：相生大夫

161 曽根崎心中 生玉社の段(五－３－３－326)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

162 曽根崎心中 てんまやのだん(五－３－３－327)

写 大本 昭和62 表紙太夫名：相生大夫（四世）

163 曽根崎心中 天神の森のだん(五－３－３－328)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

164 大経師昔暦 梅龍内のだん(五－３－３－329)

写 大本 平成3 表紙太夫名：相生大夫（四世）

165 玉藻前旭袂 道春館の段(五－３－３－330)

写 大本 大正10 表紙太夫名：吾妻

166 団子売 (五－３－３－331)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

167 端午の節句 (五－３－３－332)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

～四世竹本相生太夫旧蔵資料～
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168 壇浦兜軍記 琴責の段(五－３－３－333)

写 大本 昭和39 表紙太夫名：相生大夫（三世）

169 壇浦兜軍記 重忠(五－３－３－334)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

170 近頃河原之達引 猿廻しのだん(五－３－３－335)

写 大本 平成8 表紙太夫名：相生大夫（四世）

171 近頃河原之達引 道行涙のあみ笠(五－３－３－336)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

172 忠臣一力祇園曙 道行春の富士(五－３－３－337)

写 大本 表紙太夫名：相子大夫

173 忠臣義士傳 赤垣出立ノ段(五－３－３－338)

写 大本 明治27 表紙太夫名：相生大夫

174 忠臣義士傳 弥作鎌腹段(五－３－３－339)

写 大本 昭和13 表紙太夫名：千駒大夫

175 土屋主税 土屋奥座敷段(五－３－３－340)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

176 天網島時雨炬燵 紙屋の段中 ちよんがれ(五－３－３－341)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

177 天網島時雨炬燵 紙屋の段(五－３－３－342)

写 大本 大正3 表紙太夫名：相生大夫

178 〔東海道中膝栗毛〕 赤坂並木段(五－３－３－343)

写 大本 表紙太夫名：相子太夫

179 長町女腹切 京下立賣刀屋(五－３－３－344)

写 大本 平成6 表紙太夫名：相生太夫（四世）

180 夏祭浪花鑑 住吉鳥居前(五－３－３－345)

写 大本 昭和60 表紙太夫名：相生太夫（四世）

181 夏祭浪花鑑 釣船三婦内の段(五－３－３－346)

写 大本 表紙太夫名：相生太夫

182 夏祭浪花鑑 長町裏ノ段(五－３－３－347)

写 大本 表紙太夫名：相生太夫

183 〔鳴響安宅新関〕 勧進帳の段(五－３－３－348)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

184 日蓮聖人御法海 勘作住家の段(五－３－３－349)

写 大本 昭和37 表紙太夫名：相生太夫（四世）

185 博多小女郎波枕 心請町の段(五－３－３－350)

写 大本 昭和32 表紙太夫名：相生太夫（三世）

186 博多小女郎波枕 下関舩の段(五－３－３－351)

写 大本 昭和32 表紙太夫名：相生太夫（三世）

187 〔箱根霊験躄仇討〕 馬場先の段(五－３－３－352)

写 大本 明治43 表紙太夫名：富子大夫

188 箱根霊験躄仇討 醍醐坂の段(五－３－３－353)

写 大本 明治43 表紙太夫名：富子大夫

189 八陣守護城 聚楽御所の段(五－３－３－354)

写 大本 明治43 表紙太夫名：富子大夫

190 八陣守護城 政清本城段(五－３－３－355)

刊 大本 明治41 床本の版本

191 初春寿曽我 対面之段(五－３－３－356)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

192 競伊勢物語 春日村中(五－３－３－357)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫
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193 競伊勢物語 玉水渕のだん(五－３－３－358)

写 大本 昭和62 表紙太夫名：相生大夫(四世）

194 艶容女舞衣 酒屋の段(五－３－３－359)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

195 艶容女舞衣 酒屋の中(五－３－３－360)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

196 艶容女舞衣 酒屋之段(五－３－３－361)

写 大本

197 艶容女舞衣 酒屋中(五－３－３－362)

写 大本 昭和58 表紙大夫名：相生太夫（四世）

198 〔花上野誉石碑〕 志度寺(五－３－３－363)

写 大本 昭和15 表紙大夫名：貼り紙の上に相生太夫

199 花雲佐倉曙 宗五郎別段(五－３－３－364)

写 大本 明治16 表紙大夫名：相生太夫

200 ハムレット 第一幕第一場(五－３－３－365)

写 大本 表紙大夫名：相生太夫

201 春姿浮れ面 (五－３－３－366)

写 大本 表紙大夫名：津太夫

202 彦山権現誓助剱 須磨の浦 友平(五－３－３－367)

写 大本 昭和50 表紙大夫名：相生太夫（四世）

203 彦山権現誓助剱 杉坂墓所(五－３－３－368)

写 大本 昭和57 表紙大夫名：相生太夫（四世）

204 彦山権現誓助剱 毛谷村の段(五－３－３－369)

写 大本 表紙大夫名：昌子

205 彦山権現誓助剱 毛谷村の段(五－３－３－370)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

206 〔彦山権現誓助剱〕 毛谷村の段(五－３－３－371)

写 大本 昭和41 表紙大夫名：相子大夫

207 鷚山古跡松 雪責の段(五－３－３－372)

写 大本 昭和43 表紙大夫名：相生大夫（三世）

208 鷚山古跡松 中将姫雪責段(五－３－３－373)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

209 日吉丸稚櫻 三段目の切(五－３－３－374)

写 小本 昭和14

210 〔日吉丸稚桜〕 小牧山城中の段(五－３－３－375)

写 大本 表紙大夫名：貼り紙の上に相生大夫

211 ひらかな盛衰記 楊枝屋ノ段(五－３－３－376)

写 大本 昭和63 表紙大夫名：相生大夫（四世）

212 ひらかな盛衰記 二段目の切(五－３－３－377)

写 大本 昭和34 表紙大夫名：相子大夫

213 ひらかな盛衰記 松右衛門内段(五－３－３－378)

写 大本 昭和54 表紙大夫名：相生大夫（四世）

214 ひらかな盛衰記 逆櫓段(五－３－３－379)

写 大本 大正14

215 ひらかな盛衰記 無間鐘の段(五－３－３－380)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

216 双生隅田川 惣太住家ノ段(五－３－３－381)

写 大本 表紙大夫名：相生太夫

217 双生隅田川 狂女の道行(五－３－３－382)

写 大本 平成9 表紙大夫名：相生太夫（四世）
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218 双蝶々曲輪日記 相撲場の段(五－３－３－383)

写 大本 昭和52 表紙大夫名：相生太夫（四世）

219 双蝶々曲輪日記 米屋の段(五－３－３－384)

写 大本 表紙大夫名：相生太夫

220 双蝶々曲輪日記 橋本の段(五－３－３－385)

写 大本 表紙大夫名：相生太夫

221 双蝶々曲輪日記 橋本の段(五－３－３－386)

写 大本 昭和36 表紙大夫名：相生太夫（四世）（保護表紙の題簽には「昌子」）

222 双蝶々曲輪日記 八幡引窓段(五－３－３－387)

写 大本 表紙大夫名：相生太夫

223 二人知盛 (五－３－３－388)

写 大本 表紙大夫名：貼り紙の上に相生太夫

224 平和の塔 (五－３－３－389)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

225 〔本朝廿四孝〕 信玄館の段(五－３－３－390)

写 大本 表紙大夫名：相子大夫

226 本朝廿四孝 村上義清上使段(五－３－３－391)

写 大本 昭和63 表紙大夫名：相生大夫（四世）

227 〔本朝廿四孝〕 勝頼切腹段(五－３－３－392)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

228 本朝廿四孝 桔梗ヶ原ノ段(五－３－３－393)

写 大本 昭和50 表紙大夫名：相生大夫（四世）

229 本朝廿四孝 勘助住家段(五－３－３－394)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

230 〔本朝廿四孝〕 三段目の中(五－３－３－395)

写 大本 表紙大夫名：※栄大夫

231 本朝廿四孝 景勝上使(五－３－３－396)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

232 舞い茸 第一幕一場二場(五－３－３－397)

写 大本 昭和63 表紙大夫名：相生大夫（四世）

233 松風村雨束帯鑑 靱猿(五－３－３－398)

写 大本 昭和55 表紙大夫名：相生大夫（四世）

234 三日太平記 西八条の段(五－３－３－399)

写 大本 明治45 表紙大夫名：小富大夫

235 〔娘景清日向日記〕 花びし屋の段(五－３－３－400)

写 大本 昭和10 表紙大夫名：相生大夫（三世）

236 冥途飛脚 淡路町の段(五－３－３－401)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

237 冥途飛脚 新町之段(五－３－３－402)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

238 〔薫樹累物語〕 埴生村の段(五－３－３－403)

写 大本 表紙大夫名：貼り紙の上に彌大夫

239 薫樹累物語 埴生村の段(五－３－３－404)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

240 薫樹累物語 土橋の段中(五－３－３－405)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

241 伽羅先代萩 御殿の段(五－３－３－406)

写 大本 昭和42 表紙大夫名：相生大夫（三世）

242 盲杖櫻雪社 三人座頭の段(五－３－３－407)

写 大本 昭和31 表紙大夫名：相生大夫（三世）

～四世竹本相生太夫旧蔵資料～
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243 〔宿無団七時雨傘〕 岩井風呂ノ段(五－３－３－408)

写 大本 表紙大夫名：相生大夫

244 槍の権三重帷子 濱の宮馬場段(五－３－３－409)

写 大本 昭和33 表紙大夫名：相生大夫（三世）

245 槍の権三重帷子 京橋女敵討段(五－３－３－410)

写 半紙本 表紙大夫名：相子大夫

246 槍の権三重帷子 下の巻(五－３－３－411)

写 大本 表紙大夫名：相子大夫

247 雪狐々姿湖 崑山の段(五－３－３－412)

刊 大本 昭和41 床本の影印版（コピーか）。表紙大夫名：相生大夫

252 義経腰越状 三段目の切(五－３－３－413)

写 大本

248 〔義経千本桜〕 稲荷森の段(五－３－３－414)

写 大本 昭和43 表紙太夫名：貼り紙の上に相生大夫

249 〔義経千本桜〕 増補庵室の段切(五－３－３－415)

写 大本 表紙太夫名の書かれている部分切り取り

250 〔義経千本桜〕 茶店の段(五－３－３－416)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫（三世）

251 義経千本桜 小金吾討死(五－３－３－417)

写 大本 平成9 表紙太夫名：相生大夫（四世）

253 〔義経千本桜〕 河連館の段(五－３－３－418)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

254 四谷怪談 伊藤奥座敷(五－３－３－419)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫（三世）

255 姻袖鏡 宗玄庵室の段(五－３－３－420)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

256 姻袖鏡 宗玄庵室の段(五－３－３－421)

写 大本 表紙太夫名：摂津大掾

257 良弁杉由来 志賀ノ里の段(五－３－３－422)

写 大本 昭和58 表紙太夫名：相生大夫（四世）

258 〔良弁杉由来〕 良辨杉の段(五－３－３－423)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

259 良弁杉由来 東大寺之段(五－３－３－424)

写 大本 平成9 表紙太夫名：相生大夫

260 輪廻 (五－３－３－425)

写 大本 表紙太夫名：相生大夫

【丸本】

261 蘆屋道満大内鑑 (五－３－３－426)

刊 半紙本 加島屋清助

262 一谷嫩軍記 (五－３－３－427)

刊 半紙本 竹中清助

263 妹背山婦女庭訓 (五－３－３－428)

刊 半紙本 加島屋清助

264 絵本太功記 (五－３－３－429)

刊 半紙本 竹中清助

265 近江源氏先陣館 (五－３－３－430)

刊 半紙本 加島屋清助

266 近江源氏先陣館 (五－３－３－431)

刊 半紙本 鱗形孫兵衛

～四世竹本相生太夫旧蔵資料～
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267 小野道風青柳硯 (五－３－３－432)

刊 半紙本 加島屋清助

268 仮名手本忠臣蔵 (五－３－３－433)

刊 半紙本 寛政4 菱屋孫兵衛

269 源平布引滝 (五－３－３－434)

刊 半紙本

270 恋女房染分手綱 (五－３－３－435)

刊 半紙本 加島屋清助

271 国性爺合戦 (五－３－３－436)

刊 半紙本 竹中清助

272 嫗山姥 (五－３－３－437)

刊 半紙本 加島屋清助

273 菅原伝授手習鑑 (五－３－３－438)

刊 半紙本 加島屋清助

274 太平記忠臣講釈 (五－３－３－439)

刊 半紙本 竹中清助

275 壇浦兜軍記 (五－３－３－440)

刊 半紙本 竹中清助

276 日蓮聖人御法海 (五－３－３－441)

刊 半紙本 加島屋清助

277 八陣守護城 (五－３－３－442)

刊 半紙本 玉置清七

278 花上野誉の石碑 (五－３－３－443)

刊 半紙本 竹中清助

279 彦山権現誓助剱 (五－３－３－444)

刊 半紙本 玉水源治郎

280 日高川入相花王 (五－３－３－445)

刊 半紙本 竹中清助

281 姫小松子日の遊 (五－３－３－446)

刊 半紙本 加島屋清助

282 日吉丸稚桜 (五－３－３－447)

刊 半紙本 加島屋清助

283 北条時頼記 (五－３－３－448)

刊 半紙本 竹中清助

284 本朝廿四孝 (五－３－３－449)

刊 半紙本

【稽古本・抜本】

285 明烏六花曙 山名屋の段(五－３－３－450)

刊 半紙本 五行稽古本 朱譜の書入

286 伊賀越乗掛合羽 圓覚寺の段(五－３－３－451)

刊 半紙本 五行稽古本 貼り紙と書入あり。 表紙に「相生太夫」。

287 伊賀越道中双六 沼津の段(五－３－３－452)

刊 半紙本 明治38 其中堂 四行稽古本 朱譜の書入

288 伊賀越道中双六 沼津里の段(五－３－３－453)

刊 半紙本 五行稽古本 朱譜の書入。表紙に「相生大夫」と墨書。

289 伊賀越道中双六 沼津里の段(五－３－３－454)

刊 半紙本 加島屋清助 五行稽古本 朱譜の書入

290 伊賀越道中双六 岡崎雪降段(五－３－３－455)

刊 半紙本 加島屋清助 五行稽古本
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291 伊勢音頭恋寝刃 貢十人切の段(五－３－３－456)

刊 半紙本 久栄堂 五行稽古本。書入あり。

292 一谷嫩軍記 須磨浦の段(五－３－３－457)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜の書入

293 一谷嫩軍記 熊谷陣屋段(五－３－３－458)

刊 半紙本 明治31 島村吉松 五行稽古本。朱譜の書入。

294 妹背山婦女庭訓 万歳の段(五－３－３－459)

刊 半紙本 五行稽古本。朱譜の書入。

295 〔妹背山婦女庭訓〕 山の段(五－３－３－460)

刊 半紙本 五行稽古本。朱譜の書入。

296 妹背山婦女庭訓 杉酒屋の段(五－３－３－461)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜の書入

297 妹背山婦女庭訓 四段目の中(五－３－３－462)

刊 半紙本 五行稽古本。朱譜の書入

298 妹背山婦女庭訓 竹に雀(五－３－３－463)

刊 半紙本 加島屋清助 五行稽古本。朱譜の書入

299 絵本太功記 本能寺合戦(五－３－３－464)

刊 半紙本 昭和4 玉井清文堂 五行稽古本。

300 絵本太功記 局注進の段(五－３－３－465)

刊 半紙本 昭和3 久栄堂 五行稽古本。朱譜の書入。

301 絵本太功記 妙心寺之段(五－３－３－466)

刊 半紙本 五行稽古本。朱譜の書入。

302 〔絵本太功記〕 〔夕顔棚の段〕(五－３－３－467)

刊 半紙本 吉野屋勘兵衛 四行稽古本。朱譜の書入

303 奥州安達原 袖萩祭文段(五－３－３－468)

刊 半紙本 明治36 博文館 五行稽古本。朱譜の書入。

304 〔大塔宮?鎧〕 (五－３－３－469)

刊 半紙本

305 加賀見山旧錦絵 亦助住家段(五－３－３－470)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜の書入

306 加賀見山旧錦絵 長局の段(五－３－３－471)

刊 半紙本 五行稽古本。朱譜の書入

307 金比羅御利生敵討稚文談 百度平住家(五－３－３－472)

刊 半紙本 明治43 竹中清助 五行稽古本。

308 桂川連理柵 帯屋の段(五－３－３－473)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜の書入。

309 仮名手本忠臣蔵 桃井館の段(五－３－３－474)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込（墨書・朱書）有。

310 仮名手本忠臣蔵 恋歌の意趣(五－３－３－475)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入有。

311 仮名手本忠臣蔵 四段目 塩冶館の段(五－３－３－476)

刊 半紙本 五行稽古本。

312 仮名手本忠臣蔵 恩愛の二玉(五－３－３－477)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込（墨書）

313 〔仮名手本忠臣蔵〕 財布の連判(五－３－３－478)

刊 半紙本 吉野屋勘兵衛 四行稽古本。朱譜書入、書込（墨書）

314 仮名手本忠臣蔵 財布の連判(五－３－３－479)

刊 半紙本 加島屋清助 五行稽古本。朱譜書入

315 仮名手本忠臣蔵 大盡の錆刀(五－３－３－480)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入

～四世竹本相生太夫旧蔵資料～



- 14 -

316 鎌倉三代記 三浦別段(五－３－３－481)

刊 半紙本 明治42 竹中清助 五行稽古本。書込有。

317 鬼一法眼三略巻 橋弁慶(五－３－３－482)

刊 半紙本 明治43 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

318 〔増補忠臣蔵〕 本蔵下屋敷段(五－３－３－483)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入有。

319 岸姫松轡鑑 三段目の詰(五－３－３－484)

刊 半紙本 明治43 久栄堂 五行稽古本。

320 国の華大和桜木 玉川村の段(五－３－３－485)

刊 半紙本 大正2 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入有。

321 傾城恋飛脚 新口村の段(五－３－３－486)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。

322 源平布引滝 鳥羽離宮松波琵琶巴段(五－３－３－487)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込、貼紙有。

323 恋女房染分手綱 沓掛村の段(五－３－３－488)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

324 恋女房染分手綱 三吉愁嘆段(五－３－３－489)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

325 恋娘昔八丈 城木屋の段(五－３－３－490)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込、貼紙有。

326 恋娘昔八丈 鈴の森の段(五－３－３－491)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

327 国性爺合戦 楼門段(五－３－３－492)

刊 半紙本 平野屋茂兵衛 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

328 御所桜堀川夜討 辨慶上使段(五－３－３－493)

刊 半紙本 大正2 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

329 御所桜堀川夜討 筺片袖之段(五－３－３－494)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

330 碁太平記白石噺 逆井村の段(五－３－３－495)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込、貼紙有。

331 木下蔭狭間合戦 壬生村の段(五－３－３－496)

刊 半紙本 明治15 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込、貼紙有。

332 嫗山姥 廓往語の段(五－３－３－497)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入有。

333 桜鍔恨鮫鞘 鰻谷ノ段(五－３－３－498)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込、貼紙有。

334 卅三間堂棟由来 平太郎住家段(五－３－３－499)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

335 〔天網島時雨の炬燵〕 紙屋段(五－３－３－500)

刊 半紙本 野村青雲堂 五行稽古本。

336 七福神宝入船 藝廻しの段(五－３－３－501)

刊 半紙本 明治38 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

337 〔生写朝顔噺〕 浜松小屋の段(五－３－３－502)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

338 心中紙屋治兵衛 新地茶屋段(五－３－３－503)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

339 新版歌祭文 上の巻野崎邑の段(五－３－３－504)

刊 半紙本 加島屋清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

340 菅原伝授手習鑑 道明寺(五－３－３－505)

刊 半紙本 加島屋清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。
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341 菅原伝授手習鑑 八時鶏の段(五－３－３－506)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

342 菅原伝授手習鑑 〔佐太村の段〕(五－３－３－507)

刊 半紙本 大正11 加島屋清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

343 菅原伝授手習鑑 手習児家段(五－３－３－508)

刊 半紙本 明治44 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

344 菅原伝授手習鑑 松王邸之段(五－３－３－509)

刊 半紙本 明治45 竹中清助 五行稽古本。

345 勢州阿漕浦 平次住家段(五－３－３－510)

刊 半紙本 大正2 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

346 〔増補国性爺合戦〕 唐へ宿替の段(五－３－３－511)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。

347 染模様妹背門松 道行夢路の地蔵廻(五－３－３－512)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。

348 太平記忠臣講釈 出立の段(五－３－３－513)

刊 半紙本 五行稽古本。

349 太平記忠臣講釈 書置段(五－３－３－514)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。書込有。

350 玉藻前旭袂 〔道春館の段〕(五－３－３－515)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。書込有。

351 壇浦兜軍記 琴責の段(五－３－３－516)

刊 半紙本 加島屋清助 五行稽古本。朱譜書入有。

352 近頃河原達引 堀川の段(五－３－３－517)

刊 半紙本 明治43 久栄堂 五行稽古本。朱譜書入

353 中将姫古跡の松 雪責の段(五－３－３－518)

刊 半紙本 大谷勘兵衛 四行稽古本。朱譜書入、書込

354 忠臣義士傳 鎌腹(五－３－３－519)

刊 半紙本 明治42 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込

355 忠臣蔵二度目清書 寺岡切腹段(五－３－３－520)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。書込有。

356 忠臣蔵二度目清書 寺岡切腹段(五－３－３－521)

刊 半紙本 加島屋清助 四行稽古本。朱譜書入、書込有。

357 蝶花形名歌島台 八ツ目(五－３－３－522)

刊 半紙本 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

358 蝶花形名歌島台 小坂部館段(五－３－３－523)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

359 壺坂霊験記 澤市内(五－３－３－524)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

360 〔東海道中膝栗毛〕 赤坂並木の段(五－３－３－525)

刊 半紙本 明治14 木村文三郎 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

361 夏祭浪花鑑 高津祭の段(五－３－３－526)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込。貼紙有。

362 日蓮聖人御法海 勘作住家(五－３－３－527)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込。貼紙有。

363 日露戦争薫梅忠義魁 梅原住家段(五－３－３－528)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込。貼紙有。

364 〔箱根霊験躄仇討〕 躄小屋の段(五－３－３－529)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込。貼紙有。

365 〔箱根霊験躄仇討〕 躄餞別の段(五－３－３－530)

刊 半紙本 綿屋喜兵衛 五行稽古本。朱譜書入、書込。貼紙有。
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366 八陣守護城 政清本城段(五－３－３－531)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込。

367 艶容女舞衣 〔酒屋の段〕(五－３－３－532)

刊 半紙本 五行稽古本。朱譜書入、書込。

368 彦山権現誓助剱 瓢箪棚の段(五－３－３－533)

刊 半紙本 明治43 久栄堂 五行稽古本。朱譜の書入

369 彦山権現誓助剱 毛谷村の段(五－３－３－534)

刊 半紙本 大正11 久栄堂 五行稽古本。朱譜の書入

370 日吉丸稚桜 小牧山城中の段(五－３－３－535)

刊 半紙本 昭和3 久栄堂 五行稽古本。朱譜の書入、書込、貼り紙有

371 〔ひらかな盛衰記〕 宿屋笹引段(五－３－３－536)

刊 半紙本 大谷勘兵衛 四行稽古本。朱譜の書入

372 ひらかな盛衰記 福島逆櫓松(五－３－３－537)

刊 半紙本 五行稽古本。書込有

373 双蝶々曲輪日記 ＊米屋段(五－３－３－538)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。貼り紙有

374 双蝶々曲輪日記 橋本の段(五－３－３－539)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込

375 双蝶々曲輪日記 八幡引窓段(五－３－３－540)

刊 半紙本 大正11 加島屋清助 五行稽古本。朱譜書入。

376 本朝廿四孝 諏訪明神百度参詣段(五－３－３－541)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

377 本朝廿四孝 勝頼館の段(五－３－３－542)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

378 本朝廿四孝 桔梗ヶ原段(五－３－３－543)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

379 本朝廿四孝 勘助住家段(五－３－３－544)

刊 半紙本 加島屋清助 五行稽古本。朱譜書入。

380 本朝廿四孝 十種香の段(五－３－３－545)

刊 半紙本 明治44 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

381 娘景清八島日記 日向島の段(五－３－３－546)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

382 冥途飛脚 新町段(五－３－３－547)

刊 半紙本 紙屋与兵衛 五行稽古本。朱譜書入。

383 名筆傾城鑑 吃又平の段(五－３－３－548)

刊 半紙本 五行稽古本。朱譜書入、書込

384 薫樹累物語 埴生村の段(五－３－３－549)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

385 薫樹累物語 土橋の段(五－３－３－550)

刊 半紙本 竹中清助 五行稽古本。書込有。

386 伽羅先代萩 御殿(五－３－３－551)

刊 半紙本 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

387 楓狩剱本地 三段目艾屋段(五－３－３－552)

刊 半紙本 紙屋与兵衛 五行稽古本。朱譜書入。

388 夕霧伊左衛門 揚屋の段(五－３－３－553)

刊 半紙本 明治31 島村吉松 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

389 義経腰越状 泉三郎館の段(五－３－３－554)

刊 半紙本 大正15 久栄堂 五行稽古本。朱譜書入、書込有。

390 和田合戦女舞鶴 市若丸初陣(五－３－３－555)

刊 半紙本 五行稽古本。朱譜書入、書込有。
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391 明烏雪曙 山名屋の段(五－３－３－556)

刊 特小本 明治43 鸚鵡会 五行懐中稽古本。

392 伊賀越道中双六 沼津の段(五－３－３－557)

刊 特小本 鸚鵡会 五行懐中稽古本。

393 伊賀越道中双六 沼津里の段(五－３－３－558)

刊 特小本 明治42 竹中清助 五行懐中稽古本。

394 梅野由兵衛迎籠 聚楽町段(五－３－３－559)

刊 特小本 大正7 竹中清助 五行懐中稽古本。

395 絵本太功記 尼ヶ崎の段(五－３－３－560)

刊 特小本 大正13 精華堂 五行懐中稽古本。

396 奥州安達原 袖萩祭文段(五－３－３－561)

刊 特小本 明治42 五行懐中稽古本。

397 〔祇園祭礼信仰記〕 上燗屋の段(五－３－３－562)

刊 特小本 明治45 精華堂 五行懐中稽古本。

398 岸姫松轡鑑 飯原館の段(五－３－３－563)

刊 特小本 明治42 鸚鵡会 五行懐中稽古本。

399 恋娘昔八丈 鈴ヶ森段(五－３－３－564)

刊 特小本 明治42 久栄堂 五行懐中稽古本。

400 恋娘昔八丈 鈴の森の段(五－３－３－565)

刊 特小本 明治45 竹中清助 五行懐中稽古本。

401 新版歌祭文 野崎村の段(五－３－３－566)

刊 特小本 鸚鵡会 五行懐中稽古本。

402 摂津合邦ヶ辻 合邦内の段(五－３－３－567)

刊 特小本 大正13 精華堂 五行懐中稽古本。

403 玉藻前旭袂 道春館の段(五－３－３－568)

刊 特小本 精華堂 五行懐中稽古本。

404 〔蝶花形名歌島台〕 小坂部館段(五－３－３－569)

刊 特小本 明治43 鸚鵡会 五行懐中稽古本。

405 八陣守護城 政清本城段(五－３－３－570)

刊 特小本 大正7 竹中清助 五行懐中稽古本。

406 彦山権現誓助剱 毛谷村の段(五－３－３－571)

刊 特小本 大正7 竹中清助 五行懐中稽古本。

407 三日太平記 嘉平治住家の段(五－３－３－572)

刊 特小本 明治42 鸚鵡会 五行懐中稽古本。

【その他】

408 浄瑠璃佐和利集 上の巻(五－３－４－25)

刊 特小本 大正14 千葉久栄堂 段物集 五行懐中稽古本。

409 浄瑠璃佐和利集 下の巻(五－３－４－26)

刊 特小本 大正14 千葉久栄堂 段物集 五行懐中稽古本。

410 今様夜討曽我 (五－３－５－25)

刊 半紙本 明治19 綿野長三郎 常磐津

二、洋装本

411 文楽床本集（花競四季寿・御所桜堀川夜討・壺坂観音霊験記・二人禿・嫗山姥・冥

途の飛脚）国立文楽劇場営業課編 日本芸術文化振興会

412 文楽床本集（七福神宝の入舩・祇園祭礼信仰記・傾城恋飛脚・国性爺合戦）国立文

楽劇場営業課編 日本芸術文化振興会

413 日本古典文学大系99 文楽浄瑠璃集 祐田善雄校注 岩波書店

414 近松研究所叢書2 吉永孝雄の私説昭和の文楽 園田学園女子大学近松研究所編

和泉書院
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415 文楽人形の芸術 大西重孝著 演劇出版社

416 文楽碧い眼茶色の眼 南波春雄著 文楽刊行会

417 文楽 鑑賞のために 国立文楽劇場事業課編 日本芸術文化振興会

418 文楽 鑑賞のために 国立文楽劇場事業課編 日本芸術文化振興会

419 歌舞伎俳優総覧（平成9年版） 歌舞伎座編 大阪松竹座宣伝部

420 日本文学全集10 近松名作集 宇野信夫（訳者代表） 河出書房新社

421 文楽のみかた 森晋六著 創思社

422 わが芸談 喜多村緑郎著 和敬書店

423 二代野沢喜左衛門 野沢勝平・佐藤靄子著 青蛙房

424 六代[目]竹本住大夫 九代目竹本文字大夫・佐藤靄子著 青蛙房

425 三味線の美学と芸大邦楽科誕生秘話 吉川英史著 出版芸術社

426 百人が語る巨人像 大谷竹次郎 「百人が語る巨人像・大谷竹次郎」刊行会編

427 文楽 文楽協会編 文楽協会

428 浄瑠璃丸本全書 蝶花形名歌嶋台 中川玉成堂

429 浄瑠璃丸本全書 御所桜堀川夜討 中川玉成堂

430 浄瑠璃丸本全書 嫗山姥中川 玉成堂

431 浄瑠璃丸本全書 鬼一法眼三略巻

432 名作三十六佳撰 小野道風青柳硯 金桜堂

433 名作三十六佳撰 国性爺合戦 金桜堂

434 名作三十六佳撰 太平記忠臣講釈 金桜堂

435 名作三十六佳撰 玉藻前旭袂 金桜堂

436 名作三十六佳撰 壇浦兜軍記 金桜堂

437 名作三十六佳撰 彦山権現誓助剱 金桜堂

438 名作三十六佳撰 北条時頼記 金桜堂

439 名作三十六佳撰 三日太平記 金桜堂

440 義太夫温習会芸題本

三、逐次刊行物

441 文楽通信 第９号 NPO法人人形浄瑠璃文楽座

四、図録

442 西鶴・近松演劇展 平成5年7月21日～8月22日 於国立文楽劇場

五、上演資料

443～562 文楽パンフレット 全120冊

563～576 歌舞伎パンフレット 全14冊

六、丸本コピー

577 奥州安達原 吉田社頭の段（五－３－３－複1）

578 奥州安達原 二の切（五－３－３－複2）

579 近頃河原達引 道行涙のあみ笠（五－３－３－複3）
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