近桧没後義太夫節初演作品一覧(上) [未定稿]
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のうち'近桧門左衛門と紀海音二人の作品は個人名を冠した全集もあるので別格
<s>

は正誤ではな‑､﹃近世邦楽年表 義太夫節の部﹄ (黒木氏は同書の編者)から﹃義太

はじめに

として除‑と､新浄瑠璃も五百となる｡
とされた｡

義太夫節の初演作品で､通し本(いわゆる九本)の残るものは'四百四十を数える｡
ただし第一世代の作者三人 (近松門左衛門･紀海音･錦文流) の著作'および作者未
詳の竹本筑後操(初世義太夫)初演作品を除いた数である｡

伝存不明のもの (｢正本未見｣｢本不出｣などと注記する)を含むためで'これら八十

きたい｡
二

整理の目的と問題

されてきたことが判る｡その数'およそ七百前後と捉えられてきたことを確認してお

概観すると､｢義太夫節初演作品の数｣は従来'通し本の残る作品の数を以て想定

れらの資料は次稿に列挙するので'この点は次塙で再説したい｡

写本で一本のみ伝わった諸作などを含むか否かの差であると'筆者は考えている｡こ

七百台に並ぶ内山･鳥越こ呂本各氏と､六百とする黒木氏との隔た‑を'改題本や､

三を除くと'七百六十一となる｡

百四十三を数える｡宮本目録が三つの推計に比べ､さらに百から二百ほど多いのは'

﹃義太夫年表﹄索引篇所載の､宮本瑞夫氏｢正本所在目録｣の掲げる作品名は'八

展を反映したものと解釈すべきであろう｡

夫年表 近世篇﹄ (内山･鳥越両氏は刊行会事務局をつとめられた)までの研究の進

黒木氏は｢六百｣､内山･鳥越両氏は｢七百数十｣｢七百｣とする｡およそ百点の差

本稿は'義太夫節の初演作品の数を明らかにするために､作品名を書き上げること
を第一の目的とする｡対象となる期間は､元号｢享保｣から｢嘉永｣までの'およそ
百三十年間にわたるが'紙数の関係上､本稿では｢宝暦｣までを収め､｢明和｣以後
は次の機会に譲‑たい｡
なお冒頭'お断‑申し上げる｡本稿のリストには'記載漏れや誤認なども多かろう
と思われる｡先学同学の御叱正によってのみ完成に近づ‑と信ずるので､未定稿とし
て､御批判を賜‑たい｡
一義太夫節初演作晶の数

(‑)

義太夫節の初演作品は､どれほどと数えられてきたのだろうか｡
黒木勘蔵氏は'
約一世紀間に亙って新作された義太夫節浄瑠璃の総数は､著者の知る限‑では無
慮六百篇にも及ぶやうである｡
と述べられた｡

課題ではないであろう｡しかし｢どれほどの本が伝えられているのか｣との問いへの

ひとつの文学ジャンルに一体'｢何作品あったか｣との問いは､必ずしも本質的な

十七世紀初期以来の古浄瑠璃まで遡れば千数百にものぼると思われますが'ここ

内山美樹子氏は'

答えは､当該分野の基礎研究の水準を示すものと考える｡

る人形浄瑠璃興行で初演された作品に限る (歌舞伎で初演された義太夫節作品﹃京鹿

整理の前提として｡本稿の対象とする ｢義太夫節の初演作品｣とは､義太夫節によ

ほどの｢本文｣を把握出来ているのか｡義太夫節人形浄瑠璃研究の基礎を見つめ直す
ことにある｡

本稿作成の意義は､｢本文｣ (テキスト) がどれほど伝わっているのか｡我々はどれ

では義太夫節､それも江戸時代の､基本的に九本(全段本) が伝わる作品に限っ
(‑)

ていえば'ほぼ七百数十
鳥越文蔵氏は'

と数えられた｡

てもらうと､古浄瑠璃時代五百点'新浄瑠璃時代七百点､ただし新浄瑠璃七百点

浄瑠璃の作品はどの‑らいの数になるのであろう｡非常に大雑把な言い方を許し
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/,(I)

子娘道成寺 追行﹄などは含まない)｡
｢義太夫節による人形浄瑠璃｣は現在も人形浄瑠璃文楽をはじめとして'国内諸所
に行われているので'明治期以後の諸作も含むべきであるが､整理の都合上'近世期
までを対象とする｡ただし浄瑠璃作者第一世代 (近松門左衛門･紀海音･錦文流) に
GS
は各々全集が備わること'同時期の作者未詳の筑後操初演作品についても活字本が刊
行されていることから､整理の対象から除外する｡これは鳥越氏の整理に倣う処理で
ある｡
具体的には､浄瑠璃作者第二世代 ‑ 竹本座の元祖竹田出雲と文耕堂､豊竹座の西
沢一風と田中千柳と並木宗輔'および同時期の作者を含む ‑ 以降の著作になる初演
作品を､対象とすることになる｡なお近松生前に初演された､第二世代作者の著作を
含むことを注記する｡
整理の目的は､通し本の伝わる作品の数を明確にすることである｡そのため､か‑
に作品番号を与えて､﹃年表﹄掲出順に'元号ごとに1番から数えた｡各元号の最後
の数字の総和が'すなわち｢通し本の伝わる作品の数｣となる｡なお上演禁止のため'
浄瑠璃本が出板されなかった二例([享保]062﹃南蛮鉄後藤目貫﹄､[明和]058﹃太
平頭窒飾﹄) は､写本のみで伝わるものであるが､特に加えている｡
内山氏は注(2) の論考の中で､｢同じ作を題だけ変えて上演'出版している改題
本｣と､｢稽古本は伝わるが､九本は現存しない｣作品への注意を促す｡

(‑)

改題書名を重複して数えることを避けるため'原題にのみ作品番号を与えたのであ
るが､この｢改題本｣の認定が'本稿整理の問題である｡留意すべ‑心掛けたつも‑
であるが､見逃しがあるものと思われる｡御叱正を願う｡
また﹃年表﹄段階では伝存不明とされた作品の､伝本発見が続いている｡
IS
並木正三追善浄瑠璃﹃極楽往来蓮寄初﹄は1九九五年夏'松竹大谷図書館で新たに

整理登録され'﹃和泉式部軒端梅﹄は､二〇〇〇年三月刊の﹃口野 足立家文書目録﹄
(沼津市明治史料館目録ES)に伝布が示され慰今後も伝本発見は続‑であろう｡そ
のため､﹃年表﹄が伝存不明とする分についても､頭に｢11｣を付して､作品名を
掲げることとした｡これらの作品の伝布について'御留意願いたい｡
最後に､整理の今後の見通しを述べておきたい｡
通し本の伝わる作品の数を明確にしたのちには､｢通し本が残らず'抜き本のみ残
る作品｣の検討が待っている｡通し本に見られない書名をもつ抜き本であっても､改
題本である例(通し本﹃博多織恋鏑﹄と抜き本﹃世話仕立唐縫針﹄｡部分的な書き換
えを含む)もあり､通し本同様に､改題への留意が必要である｡
通し本と抜き本の整理を終えた段階で､｢板本の残る､義太夫節初演作品の数｣が

や'番付の語‑･人形役名の異同の点から検討して'改題 (と推定される) 作品を除

明らかになる｡さらにのちには｢本の残らない､義太夫節初演作品｣について'絵尽

いていけば'厳密な意味での｢義太夫節初演作品一覧｣を完成させることができるで
あろう｡

一例を挙げる｡﹃浪花里濫腸﹄は､﹃年表﹄にまった‑記載のない作品であるが､享

では'このような取‑組みにどのような意味があるのか｡

和三年四月に｢市之側長門太夫｣芝居で上演され､｢九本無御座､焼栗之段計五行二

:
f
=
a
:

仕候｣として､五行本のみが刊行された｡五月'東本願寺の ｢差構｣を理由として維

板にされた､と大坂本屋仲間記録﹃差走帳﹄ に見えるものである｡これは'抜き本の

｢新たな興行の立項｣や､諸作品の原作/改題関係などの点で､﹃年表﹄を充実させ

検討によって把撞できた事柄である｡

ることが可能である｡﹃年表﹄充実の波及効果は'小さ‑ないと考える｡

注(‑)黒木勘蔵氏著﹃浄瑠璃史﹄､青磁社､1九四三年十二月'｢結語｣五四九頁参照｡
(2)内山美樹子氏｢浄瑠璃再発見(I)‑並木宗輔の作品と｢北条時頼記｣ のことなど
‑｣ (﹃国立劇場 第一三五回文楽公演 平成十三年五月﹄パンフレット､日本芸術文
化振興会'二〇〇一年五月所収)0
(3)鳥越文蔵氏｢浄瑠璃略史｣ (﹃浄瑠璃集﹄新編日本古典文学全集､小学館､二〇〇二
年十月所収) 五頁参照｡
(4)近松は'近松全集刊行会編﹃近松全集﹄､岩波書店'一九八五年｡海音は､海音研究
会編﹃紀海音全集﹄､清文堂出版'一九七七年｡文流は'長友千代治編﹃錦文流全集﹄
浄瑠璃篇'古典文庫､一九九一年､を参照のこと｡
(5)古浄瑠璃正本集刊行会編﹃竹本義太夫浄瑠璃正本集﹄'大学堂書店､一九九五年｡
(6)贋瀬千砂子氏｢﹃並木正三不戻噺﹄翻刻と解題｣ (﹃芸能史研究﹄第一五九号､芸能史
研究会'二〇〇二年十月所収) に'同書について触れるところがある｡
(7) 同時に登録された ﹃恵方大黒天﹄ 八行本(奥付欠) は､加賀按﹃甲子祭﹄ の'第五
のみ差し替えた義太夫本であった｡﹃甲子祭﹄は東京芸大図の写本一点のみが知られ
ているので､同書の坂本の出現でもある｡﹃恵方大黒天﹄と対校するに､写本﹃甲子
祭﹄は､非常に丁寧な写しであると知られた｡
(8) 拙稿｢新出浄瑠璃本﹃和泉式部軒端梅﹄ の紹介と翻刻‑その他'明和前期の江戸人
形浄瑠璃新出資料の紹介‑｣ (﹃沼津市博物館紀要﹄ 27､沼津市歴史民俗資料館･沼津
市明治史料館'二〇〇三年三月所収)参照｡
(9) ｢｣内の引用は､﹃差出帳﹄三番︹粁三︺ (大阪府立中之島図書館編﹃大坂本屋仲間記
録﹄第八巻､清文堂出版へ 1九八一年所収､l七111頁) よ‑｡本屋仲間記録ではほか
に､﹃出勤帳﹄ 二十番(同右､第二巻､二三七頁)､﹃鑑定録﹄ ︹六十七︺ (第八巻'五
〇〇頁)､﹃裁配帳﹄二番︹七十六︺ (第九巻'二二六頁)に同件に関する記述がある｡
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︻凡例︼
二 本稿は'近松没後義太夫節初演作品のリストである｡
'初演年代順に配列したo
t記載事項は'｢作品番号｣｢作品名｣｢作品名よみ｣ ｢書誌｣｢備考｣とした｡
一'｢作品番号｣は各元号ごとに'順に数えた｡
なお初演番号のあとの､｢竹｣は竹本座'｢豊｣は豊竹座の'各劇団初演であることを参
考のため､特に示した｡
一､｢作品名｣は､大字七行本の､内題を採用した (角書は省略)｡特に書体をゴチックとし
た｡七行本以外に基づ‑場合は'備考に注記した｡
二 ｢作品名よみ｣は､包紙の振‑仮名を記した｡番付･絵尽は採用しなかった｡
振り仮名無記の文字には､｢‑｣を当該字数分置いた｡
振‑仮名のあとに｢包紙(の残る本) の所蔵機関名｣､続‑()内に｢包紙の板元名｣
を略称を以て､記した｡
所蔵機関名に｢板木｣とあるは､天理図書館所蔵の浄瑠璃本板木から､色紙などを抜き
刷‑した﹃院本表紙包紙集﹄を指す(三桁の洋数字は'同包紙集の頁数)｡
坂元略称の詳細は'次の通‑｡
西九

正小

山九
紙与

!
i
O
(
玩

大津屋佐々井治郎右衛門

正本屋西沢九左衛門

正本屋西沢小兵衛

正本屋山本九兵衛
紙屋与右衛門

吉川宗兵衛

伝法屋寺田吉九郎
万屋保井仁右衛門

天満屋玉水源治郎

大治郎
天涯
伝書
万仁

¥4'おgg量･ 内題に振‑仮名のある場合は' 備考に記した｡

一､｢書誌｣は､ 初版初摺の七行本に拠って'①に作者､②に年記'③に奥付の板元名を記

した｡なお原本に②年記の記載のない場合は'参考のため､作品番号の前に､初演年月
を補った｡

参考のため､翻刻書(戦後に行われた) のある場合､④に書名を略記した｡
した｡

1､｢備考｣は､異板のある場合にその特徴､また改題本のある場合にその書名を記すなど

︻近松没後義太夫節初演作品一覧︼
[享保]
五年ごろ 001竹 河内国姥火 かはちの‑にうばがひ 板木126(山九) ①作者松田和書(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)
七年九月 002竹 仏御前扇軍 ①近松門左衛門添削･ 作者松田和書(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京) ④岩波近松全集14
八年正月 00U はなまふせん二つはらおび ①なし ②享保八年卯ノ正月吉辰(終丁裏) ③｢近江屋板(江)｣ (題答) ※書名その他､ 絵入十六行本に基づく｡
八年二月 004竹 大塔宮噂鎧 ①近松門左衛門添削 作者 竹田出雲線･松田和書 ②なし ③山本九兵衛(京) ④岩波近松全集14 ※内題下｢松田和書｣を削った改修板がある｡のちに
享保十四年六月﹃新板大塔宮﹄､宝暦四年八月以前﹃太平記帳鎧﹄と改題される｡
八年五月 005ォl且 記録曽我玉算菅 ①作者戸川不鱗(内題下)作者紀海音(輿) ②なし ③西沢九左衛門(大) ※内題｢玉算督｣に｢かうかいわげ｣と振り仮名がある｡
八年七月 00量且 井筒屋源六恋寒晒 ①作者 西沢1風･田中千柳(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大) ④西沢1風全集
八年十1月 007*1且 建仁寺供養 けんにんじ‑やう 京大文(西九) ①作者 西沢一風･田中千柳(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大) ④西沢1風全集
11八年十一月﹃桜町昔名花﹄ ※伝存不明
九年二月 00豊丘 頼政追善芝 ①作者 西沢一風･田中千柳(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大) ④西沢l風全集
※享保十三年･宝暦元年七月﹃頼政扇子芝﹄と改題される｡
九年七月 009竹 諸葛孔明鼎軍談 しよかつこうめいかなへぐんだん 板木204 山九) ①作者竹田出雲(内題下) ②なし
③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大) ④叢書江戸文庫9
九年十月 ○‑○豊 女蝉丸 ①作者 西沢一風･田中千柳(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大) ④西沢一風全集
九年十一月 0Lt竹 右大将鎌倉実記 うだいLやうかま‑らじつき 板木102(空欄) ①作者竹田出雲(内題下) ②なし③山本九兵衛(戻)･山本九右衛門(大)
十年正月 0)2豊 昔米万石通 ①作者 西沢l風･田中千柳(内題下)
②なし ③正本屋九左衛門(大) ④西沢一風全集 ※のちに読本浄瑠璃﹃花櫓名取関﹄と改題される｡
十年三月 013*1且 南北軍問答 ①作者 西沢l風･田中千柳(内題下)
②なし ③正本屋九左衛門(大) ④西沢1風全集
②なし ③正本屋九左衛門(大) ①西沢一風全集 ※内題に｢みがは‑ゆみは‑づき｣と振‑仮名がある｡
十年五月 0)畳且 身替張張月 ①作者 西沢l風･田中千柳(内題下)
十年五月 015竹 出世握虎稚物語 しゆつせやつこおさなものがた‑ 板木199(天源) ①作者竹田出雲 (内題下) ②なし ③山本九兵衛 (京)･山本九右衛門 (大) ※内題に｢しゆつせ
やつこおさなものがた‑｣と振‑仮名がある｡
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11十年六月﹃復鳥羽恋壕﹄は､元禄年間﹃一心五戒魂﹄ の改題｡

十年九月 0)6竹 大内裏大友巽鳥 たいだいりおほとものまとり 東京芸大囲(天源) ①作者竹田出雲(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大) ①叢書江戸文庫9
十年十月 017tl且 大仏殿万代石楚 ①作者 西沢l風･田中千柳(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大) ①西沢1風全集･叢書江戸文庫10
十l年二月 Ol笠且 曽我錦凡帳 ①作者安田蛙文(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大) ※｢第四 道行袖の大磯｣ ｢とんさ‑大こ‑まひ｣の､各標題下に｢作者安田蛙文｣とある本､
後者にのみある本'いずれにもない本の三種がある｡
十一年四月 019*1:且 北条時頼記 ほうでうじらいき 板木311(西九) ①作者 西沢一風･並木宗助(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大) ④西沢1風全集･叢書江戸文庫I‑I %‑r署名
｢作者西沢一風｣とある本は'享保十九年正月の越前少捺引退興行再演時の改修板｡
十l年九月 020竹 伊勢平氏年々鑑 ①作者竹田出雲(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)

清和源氏十五段 せいわけんじ ‑ だん 日本女子大図(西九) ①作者 並木宗助･安田蛙文(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大)
七小町 なゝこまち 文楽劇場(山九) ①作者竹田出雲(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大) ④叢書江戸文庫9
三荘大夫五人嬢

0

十二年正月 02)竹 敵討御未到太鼓 かたきうちおやつのたいこ 板木118(吉宗) ①作者長谷川千四(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)*内題｢御末刻太鼓｣に
｢おやつのたいこ｣ と振‑仮名がある｡
十二年二月 022豊
十二年四月 023竹
十二年八月 024竹

さんLやうだゆふこにんむすめ板木191(空欄)①作者竹田出雲(内題下)②なし③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)④叢書江戸文庫9

①作者並木宗助･安田蛙文(内題下)②なし③正本屋九左衛門(大)
板木112(山九)①作者竹田出雲･長谷川千四(内題下)②なし③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)①叢書

だ い か ゝ み演博(西九)①作者並木宗助･安田蛙文(内題下)②なし③正本屋九左衛門(大)

②なし③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)

つ の ‑ に な が ら の ひ と は し ら 枚木262(空欄)①作者並木宗助･安田蛙文(内題下)②なし③正本屋九左衛門(大)④叢書江戸文庫1
たかうぢLやう‑ん

工藤左衛門富士日記 ①作者竹田出雲(内題下)

十二年八月 025ft且 摂津国長柄人柱
十三年三月 026竹

南都十三鐘 なんと ‑ がね 板木276(万仁)
加賀国篠原合戦 かかの‑にしのはらかつせん

十三年四月 027il且 尊氏将軍二代鑑
十三年五月 028豊
十三年五月 029竹

江戸文庫9

0

X‑のちに﹃業平

11享保十三年﹃頼政扇子芝﹄(よ‑まさあふぎ‑しぼ天理図(西九))は'享保九年二月﹃頼政追善芝﹄の改題.この時は題第･包紙での改題で､宝暦元年再演時に至って内題が埋木され
た｡
十四年正月Ou○豊後三年奥州軍記①作者並木宗助･安田蛙文(内題下)②なし③正本屋九左衛門(大)④叢書江戸文庫1
十四年正月03)愛護若都の富士①作者辰松幸助(内題下)②享保十四年乙酉年正月吉日(奥付)③手島屋(江)･野辺屋(江)
十四年二月032竹尼御台由比浜出①作者竹田出雲･長谷川千四(内題下)②なし③山本九兵衛(戻)･山本九右衛門(大)

11十四年六月新板大塔富しんはんおほとうのみや板木Ill(山九)※享保八年二月﹃大塔宮暁鐘﹄の改題(色紙と題簾｡内題は﹃大塔首犠鎧﹄のまま)｡

十四年八月○uu竹眉間尺象貢①作者竹田出雲操･長谷川千四(内題下)②なし③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)
十四年九月○︺豊丘藤原秀郷俵系図ふぢはらのひでさとたはらのけいづ板木∽○∞(空欄)①作者並木宗助･安田蛙文(内題下)②なし③正本屋九左衛門(大)

十四年十1月035竹京土産名所井筒きゃうみやげめいしょのいづゝ板木141(山九)①作者長谷川千四(内題下)②なし③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大
男今様井筒﹄と改題される｡
十五年正月○∽富豆蒲冠者藤戸合戦①作者並木宗助･安田蛙文(内題下)②なし③正本屋九左衛門(大)

十五年二月以前037竹梅屋渋浮名色揚①松田和書作(内題下)②なし③奥付欠※奥欠本以外残らない｡
十五年二月Ou00竹三浦大助紅梅酌みうらのおほすけかうばいたづな演博(加清)①作者長谷川千四･文耕堂(内題下)②なし③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)④叢書江
戸文庫38※内題下｢作者長谷川千四･松田和書｣とする覆刻板も残る｡

十五年五月039*1且本朝檀特山ほんてうだんど‑せん板木316(天涯)①作者並木宗助･安田蛙文(内題下)②なし③正本屋九左衛門(大)※内題｢檀特山｣に｢たんど‑せん｣
と振‑仮名がある｡
十五年八月040竹信州妖拾山①作者長谷川千四･文耕堂(内題下)②なし③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)
十五年八月04)豊楠正成軍法実録①作者並木宗助･安田蛙文(内題下)②なし③正本屋九左衛門(大)
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十五年十一 月 042竹 須磨都源平圃濁 すまのみやこげんへいつゝじ 板木217(紙与) ①作者 文耕堂･長谷川千四(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)
十六年正月 043豊 源家七代集 げんけしちたいしう 板木161(万仁) ①作者 並木宗助･安田蛙文(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大)
十六年四月 044豊 和泉国浮名溜池 ①作者 並木宗助･安田蛙文(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大)
十六年九月 045竹 鬼l法眼三略巻
きいちほふげんさん‑や‑のまき 板木137(紙与) ①作者 文耕堂･長谷川千四(内題下) ②なし ③山本九兵衛(戻)･山本九右衛門(大)
十六年十月 046豊 赤沢山伊東伝記 ①作者 並木宗助･安田蛙文(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大)
11十七年正月﹃八百屋お七恋緋桜﹄ は､紀海音﹃八百やお七﹄ の改題(題答)0
十七年四月 047竹 増補用明天王 ①なし･②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)
※中字十二行本の内題は﹃増補用明天王職人鑑﹄とある｡
十七年五月 048豊 今様傾城反魂香 ①なし ②なし ③正本屋九左衛門(大) ※のちに安永五年七月﹃音曲八の巻﹄と改題される｡
I‑十七年六月﹃伊達染手綱﹄は'近松﹃丹波与作﹄七行本の改題(﹃丹波与作﹄巻末の｢与作おど‑｣を削除する)｡
十七年九月 049竹 壇浦兜軍記 だんのうらかぶとぐんき 板木254(空欄) ①作者 文耕堂･長谷川千四(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大) ①小学館日本古典
文学全集45
十七年九月 Ou○豊 待賢門夜軍 ①作者 並木宗助･安田蛙文(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大)
十七年十月 05忘豆 忠臣金短冊 ちうしんこがねのたんざ‑ 中之島国(西九) ①作者 並木宗助･小川丈助･安田蛙文(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大) ④叢書江戸文庫1
※内題に｢ちうしんこがねのたんざ‑｣と振‑仮名がある｡
11十七年十二月﹃前内裏島王城遷﹄は'非･義太夫節｡﹃照天姫操車﹄も同様｡
十八年二月 052ォ1見 お初天神記 ①なし ②なし ③正本屋九左衛門(大)
十八年四月 053竹 革還合戦桜 ①作者文耕堂(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)
十八年四月 05豊見 井倉比事青砥銭 ①作者安田蛙文(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大)
1‑十八年六月﹃景事揃﹄｡﹃音曲千本竹﹄ (山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)) は､この時の刊行カ｡
11十八年七月﹃重井筒容鏡﹄は'近松﹃心中重井筒﹄ の改題｡のちに﹃追善重井筒﹄と再改題される｡
十八年七月 055ォl旦 寿伶人吾妻雛形 ふたばれいじんあづまひながた 板木307(空欄) ①作者 並木宗助･同文助(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大)

十九年二月 056竹 応神天皇八白幡 おうじんてんわうやつのしらはた 板木110(天涯) ①作者文耕堂(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大) ④叢書江戸文庫3
十九年五月以前 057 傾城山姥都歳玉 ①なし ②なし ③さがみや与兵衛(江) ※書名その他'絵入十四行本に拠る｡
十九年六月 058豊 曽我管見台 そかむし (ママ)けんだい 板木234(西九) ①作者近松氏 並木宗助･同文助/集之(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大)
十九年八月 05豊丘 那須与市西海硯 なすのよいちさいかいす,‑ 愛媛大図(天源) ①作者 並木宗助･同丈助(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大) ④叢書江戸文庫l
‑1十九年十月以前カ ﹃契情我立柚﹄は'非･義太夫節カ｡※句点が行頭に付される点からは､宇治加賀按系統との関連が想定される｡また奥付記載の太夫の動静から江戸での初演と考えら
れているが､本そのものは上方板(奥付の坂元は､山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)とある)とみられる点が整合しない｡
十九年十月 060竹 芦屋道満大内鑑 あしやだうまんおはうちか',,み 板木082(紙与) ①作者竹田出雲(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大) ④岩波新日本古典文
学大系93
二十年正月 061竹 元日金歳越 ぐはんじつこがねのとしこし 板木149(紙与) ①作者文殊堂(内題下) ②なし ③山本九兵衛(戻)･山本九右衛門(大)
二十年二月 062豊 南蛮鉄後藤田(貫 ①作者無名字(終丁裏) ②千時延享五歳戊辰正月晦日改之(終丁裏) ③なし ④叢書江戸文庫1 1 ※書誌は'東京芸大図の写本(W768.427‑Na‑10) に
拠る｡準備段階で上演差止めとな‑､初演されなかった｡そのため浄瑠璃本も刊行されず､写本でのみ流通した｡
二十年五月 063豊 万屋助六二代補 よろづやすけろ‑にだいがみこ 演博(西九) ①並木宗輔添削 作者並木丈輔(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大)
二十年八月 064豊 苅萱桑門築紫蝶 かるかやだうしんつ‑しのいへづと 早大図(西九) ①作者 並木宗輔･並木丈輔(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大) ※内題下作者署名を
削って'｢座本豊竹越前少捺｣と埋木した改修板がある｡なお中字十行本の内題は､﹃苅萱桑門筑紫珠﹄とある｡
二十年九月 065竹 甲賀三郎窟物語 かうかの1いはやものかた‑ 板木127(山九) ①作者 竹田出雲･文耕堂(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大) ④叢書江
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戸文庫38

[元文]
元年二月 00‑竹 赤松円心緑陣幕 あかまつゑんしんみどりのぢんま‑ 演博(紙与) ①作者 文耕堂二二好松洛(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)
11元年二月﹃天神記冥加の松﹄ ※伝存不明
元年三月 00N豊 和田合戦女舞鶴 わだかつせんおんなまひづる 板木︺∽○(西九) ①作者並木宗輔(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大) ④叢書江戸文庫1 1 ※内題下作者署名を削
って､｢座本豊竹越前少操｣と埋木した改修板もある｡
元年五月 003竹 敵討裾棲錦 かたきうちつゞれのにしき 板木120(空欄) ①作者 文排堂･三好松洛(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)
猿丸太夫鹿巻毒 ①作者 文耕堂二二好松洛(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大) ①叢書江戸文庫38
今様東二色 ①蛙井集之 (奥付) ②なし ③三河屋源七 (江)
元年十月 004竹

元年力二年 00∽

二年正月 00富豆 安倍宗任松浦聾 ①作者並木宗輔(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大)

菅丞相冥加の松梅 かんせうLやうめうかのまつむめ 板木012(吉宗) ①なし ②なし ③山本九兵衛(京)･吉川宗兵衛(大)･鱗形屋孫兵衛(江) ※初演時刊行と思
例示の包紙と本は'明和三年二1世｢竹本政太夫l周忌追善｣興行時の後摺本.
釜測双級巴 かまがふちふたつともゑ 板木129(空欄) ①作者並木宗輔(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大)
太政入道兵庫岬 だいじやうにうだうひやうごのみさき 板木243(空欄) ①作者 竹田小出雲･竹田正蔵(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)
行平犠馴松 ゆきひらそなれまつ 文楽劇場(紙与) ①作者 文排堂･竹田正蔵二二好栓洛(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大) ④叢書江戸文庫

二年正月 00ヾ竹 御所桜堀川夜討 ごしよさ‑らほりかはようち 日大図(山九) ①作者 文耕堂二二好桧洛(内題下) ②なし ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大) ①叢書江戸文庫
8
3

二年正月 00∞竹
しき単行本未見｡
二年七月 00富豆
二年十月 ○‑○竹
0
4

三年正月 ○ 竹

三年四月 0)2豊 丹生山田青海剣 ①作者並木宗輔(内題下) ②なし ③西沢九左衛門(大)
三年八月 〇㍍竹 小栗判官車街道 おぐ‑はんぐはん‑るまかいたう 板木354(空欄) ①作者 千前軒･文耕堂(内題下) ②元文三年午八月十九日(初丁表) ③山本九兵衛(京)･山本
九右衛門(大)
④叢書江戸文庫40
三年十月 ○‑怠豆 茜染野中の隠井 あかねぞめのなか こも‑ゐど 板木079(空欄) ①並木宗輔添削･作者原田由良助(内題下) ②なし ③西沢九左衛門(大)
四年二月 015*1且 奥州秀衡有等婿 ①作者並木宗輔(内題下) ②なし ③西沢九左衛門(大) ④国立劇場﹃未翻刻戯曲集･3﹄
四年四月 016竹 ひらかな盛衰記 1せいすいき 早大図(山九) ①作者連名 文耕堂二二好松洛･浅田可啓･竹田小出雲･千前軒(内題下) ②元文四己未読四月十一日(終丁裏)
③山本九兵衛 (京)･山本九右衛門(大) ④岩波日本古典文学大系51
四年八月 017it且狭夜衣鴛慧剣麹 ①作者並木宗輔(内題下) ②なし ③西沢九左衛門(大) ④岩波新日本古典文学大系9
五年二月 018H見 薦山姫舎松 ①作者並木宗輔(内題下) ②なし ③西沢九左衛門(大) ①叢書江戸文庫1 1
五年四月 0)豊丘 本田善光日本鑑 ①作者為永太郎兵衛(内題下) ②なし ③西沢九左衛門(大)
五年四月 020竹 今川本領猫魔舘 いまがはほん‑やうねこまたやしき 板木096(空欄) ①作者連名 文排堂･三好松洛･浅田可啓･竹田小出雲･千前軒(内題下) ②元文五庚申歳四月
十1日 (終丁裏)
③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)
五年七月 02)竹 将門冠合戦 まさかどかふりかつせん 関大囲(山九) ①作者連名 文耕堂･三好松洛･浅田可啓･竹田小出雲･千前軒(内題下) ②元文五庚申歳七月朔日(終丁裏)
･山本九右衛門(大)
③山本九兵衛(戻)
五年九月 022豊 武烈天皇嶺 ①作者為永太郎兵衛(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大)
11五年十1月﹃追善百日曽我﹄ ※伝存不明
Il五年十一月﹃恋八卦柱暦﹄は'近松﹃大経師昔暦﹄七行本の改題｡なお﹃大経師昔暦﹄八行本には､﹃貞享元年情柱暦﹄とする改題本(年次不明)がある｡
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[寛保]
元年正月00‑竹伊豆院宣源氏鏡いづゐんぜんげんじかゞみ演博(山九)①作者文耕堂二二好松洛･小川半平･竹田小出雲･千前軒(内題下)②元文六辛酉載正月十四日(終丁裏)
③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)※中字十行本の内題は､﹃伊豆院宣源氏鑑﹄とある｡

元年三月002豊本朝斑女筈はんちゃうはんぢよがあふぎ日大図(西九)①作者為永太郎兵衛(内題下)②なし③正本屋九左衛門(大)
元年五月003竹新うすゆき物語●振‑仮名なし板木206(紙与)①作者文排堂･三好松洛･小川半平･竹田小出雲(内題下)②寛保元歳辛酉五月十六日(終丁裏)③山本九兵衛
(京)･山本九右衛門(大)④岩波新日本古典文学大系93

元年五月00墓且青梅撰食盛あをむめつわ‑ざか‑板木○∞べ(西九)①作者紀海音(内題下)②なし③正本屋九左衛門(大)※海音﹃心中二つ腹帯﹄の改題(部分改作)｡

元年七月005H且播州皿屋舗ぽんしうさらやしき日大図(万仁)①作者為永太郎兵衛･浅田l鳥(内題下)②なし③正本屋九左衛門(大)④叢書江戸文庫l

元文九月006i]且田村麿鈴鹿合戦たむらまろす',,かかつせん演博(紙与)①作者浅田1鳥･豊田正蔵(内題下)②なし③正本屋九左衛門(大)
007竹花衣いろは縁起はなごろも‑ゑんき板木288紙与)①作者三好松洛･竹田小出雲(内題下)②寛保二壬成歳二月十四日(終丁裏)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)

二年三月0000石橋山鎧襲①作者為永太郎兵衛･並木宗輔(終丁裏)②千時安永三年甲午八月朔日(終丁裏)③安子屋字兵衛(大)･中山清七(江)･中島屋伊左衛門(江)※通し本
の開板は､安永三年のこと｡

009H且百合稚高麗軍記ゆりわかかうらいぐんき演博(西九)①作者為永太郎兵衛｡文者並木宗輔･浅田l鳥(終丁裏)②寛保二壬成天弥生三日(終丁裏)③正本屋九左衛門(大)
11二年四月﹃室町千畳敷﹄は､近松﹃津国女夫池﹄の改題｡

○‑○竹男作五雁金おとこだていつゝか‑がね関大図(山九)①竹田出雲操作(内題下)②寛保二成歳七月二日(終丁裏)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)④叢書江戸文庫4

0 豊道成寺現在蛇鱗だうじゃうじげんざいうろこ天理図(西九)①作者浅田一鳥･並木宗輔(内題下)②なし③正本屋九左衛門(大)①叢書江戸文庫37
0)2豊鎌倉大系図かま‑らおほけいづ板木130(万仁)①作者為永太郎兵衛(内題下)文者浅田1鳥･豊岡珍平･為永千蝶(終丁裏)②なし③正本屋九左衛門(大)

013*1且風俗太平記①作者為永太郎兵衛(内題下)作者連名浅田一鳥･豊岡珍平･小川半平(終丁裏)②寛保三条亥天弥生十八日(終丁裏)③西沢九左衛門(大)

oL4竹入鹿大臣皇都詳いるかだいじんみさとあらそひ板木098(山九)①竹田出雲作(内題下)②寛保三歳亥四月六日(終丁裏)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)
0‑∽竹丹州爺打栗①作者竹田小出雲二二好松洛(内題下)②寛保三天美亥五月十八日(終丁裏)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)

叢書江戸文庫3 7

oL富豆 久米仙人吉野桜 ‑めのせんにんよしのさ‑ら 園田女子大図(西九) ①作者為永太郎兵衛(内題下) ②寛保三龍集昭陽大淵献年秋八月十五日(終丁裏) ③西沢九左衛門(大)

0

[延享]
001竹 児源氏道中軍記 ちごげんじだうちうぐんき 板木259(天源) ①作者竹田出雲操(内題下)門人111好桧洛･竹田小出雲(終丁裏) ②延享元甲子三月六日(終丁裏) ③山本九兵衛(京)I
山本九右衛門 (大)
002 義経新含状 ①なし ②延享元年甲子三月(終丁裏) ③丸屋甚八郎(江) *のちに﹃後藤伊達隈﹄ (年次不明｡﹃増補腰越状﹄以前)､﹃増補腰越状﹄ (安永五年二月以前)と改題される｡
003i]且 潤色江戸紫 ①作者為永太郎兵衛(内題下)作者連名 浅田一鳥･豊岡珍平･但見仙鶴(終丁表) ②延享元年甲子四月五日(終丁表) ③西沢九左衛門(大)
oo畳見 柿本紀僧正旭車 かきのもとのきそうじゃうあさひ‑るま 板木114(西九) ①作者為永太郎兵衛(内題下)作者連名 浅田1鳥･豊岡珍平･但見仙鶴(終丁裏) ②延享元関連困敦
年九月十一糞(終丁裏) ③西沢九左衛門(大)
005竹 八曲匿掛絵 はつきよ‑かたみのかけゑ 板木284 山九) ①編者竹田小出雲(終丁表) ②延享元甲子霜月十六日(終丁裏) ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大) ※内題に｢は
つきよ‑かたみのかけゑ｣と振‑仮名がある｡
oo富豆 遊君衣紋鑑 ゆう‑んゑもんかゞみ 板木089(空欄) ①作者為永太郎兵衛(内題下) ②延享元年甲子臓月朔日(終丁裏) ③西沢九左衛門(大) ※終丁裏に｢作者連名 浅田l鳥･
豊岡珍平･但見仙鶴｣を加えた改修板もある｡
ooq 三軍桔梗原 ①作者桜井頼母(内題下) ②延享式乙丑載正月十二日(八十五丁表) ③天満屋源二郎(大)･堺屋勘四郎(大) ※終丁裏に｢春押堂二戸田吾文･松岡千助･岩瀬左門･文
潤堂｣を加えた改修板もある｡
008竹 軍法富士見西行 ぐんほうふじみさいざやう 板木151(紙与) ①作者 並木千柳･小川半平･竹田小出雲(終丁裏) ②延享二乙丑年二月十三天(終丁裏) ③山本九兵衛(京)･山
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本九右衛門(大) ①叢書江戸文庫40
009i]且 詩近江八景 からうたあふみはつけい 天理図(西九) ①作者為永太郎兵衛(内題下)作者連名 浅田1鳥･豊岡珍平･但見仙鶴(終丁裏) ②延享二乙丑年二月廿七日(終丁裏)
③西沢九左衛門(大)
0)0 延喜帝秘曲琵琶 ゑんぎのみかどひきよ‑のびは 京大図(天源ほか) ①作者紀甘谷(内題下) ②延享式載乙丑孟夏上三日(終丁裏) ③天満屋源二郎(大)･堺屋勘四郎(大)
二年五月 Oil*豆 増補大仏殿駅礎 ぞうほだいぶつでんぽんだいのいしずへ 板木228(空欄) ①作者 浅田l鳥･豊岡珍平(終丁裏) ②なし ③西沢九左衛門(大)
042竹 夏祭浪花鑑 なつまつ‑なにはか',,み 板木272 紙与) ①作者 並木千柳二二好松洛･竹田小出雲(終丁裏) ②延享弟(ママ)二孟秋十六日(終丁裏) ③山本九兵衛(京)･山本
九右衛門(大) ④岩波日本古典文学大系51

013*1且 浦島太郎倭物語 うらしまたらうやまとものかた‑ 板木105(西九) ①作者為永太郎兵衛(内題下)文者 浅田一鳥･豊岡珍平･為永千喋(終丁裏) ②なし ③西沢九左衛門(大)
014 唐金茂衛門東宴 ①作者 桜井頼母･並木和輔(終丁裏) ②延享弐歳乙丑膿月閏朔日･延享三歳丙寅正月十八日本出来(終丁裏) ③天満屋源二郎(大) ※内題に｢たうがねもゑもん
あづまかづら｣と振‑仮名がある｡

0)5竹 楠昔噺 ‑すのきむかしぼなし 板木145 空欄) ①作者 並木千柳二二好桧洛･竹田小出雲(終丁裏) ②延享三孟春十四日(終丁裏) ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大) ④
叢書江戸文庫40
‑1三年五月﹃追善仏御前﹄は､[享保]002﹃仏御前扇軍﹄ の改題.本としては題答でのみ改題したものであるヵ｡中尾松泉堂﹃古典日録﹄平成十四年正月新収古典籍特輯'289参照｡
11三年五月﹃追善重井筒﹄は､近松﹃心中重井筒﹄ の改題｡享保十八年七月﹃重井筒容鏡﹄よ‑の､再改題｡大阪音楽大学本(奥欠) は､巻末に｢音楽菩薩揃｣を加える点が特徴｡同興行
番付では｢切ふし辛｣を備えたと知られるが､これに相当する本文と推定する｡
三年五月 ○‑富豆 酒呑童子出生記 しゆてんどうじしゆつLやうき 演博(西九) ①梁塵軒作(内題下) ②なし ③正本屋九左衛門(大)
‑1三年二月〜七月﹃博田小女郎思耽﹄ (はかたこぢよらうおもひのなみま‑ら 板木282 空欄)) は'近松﹃博多小女郎波枕﹄ の改題(題第･包紙)0
0)7 歌枕棟菓花合戦 うたま‑らやまぶきかつせん 演博(天源) ①京春押堂･大坂並木和輔/逮(内題下)校合 戸田吾文･松岡千助･岩瀬左門(終丁裏) ②延享111丙寅歳仲秋朔日(終
丁裏) ③玉水源二郎(大)
○‑∞竹 菅原伝授手習鑑 すがわらでんしゆてならひかゞみ 文楽協会(山九) ①竹田出雲作(内題下)作者連名 並木千柳･三好松洛･竹田小出雲(終丁裏) ②延享三年寅八月廿一日(終
丁裏) ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大) ④小学館日本古典文学全集45･日本古典全書﹃竹田出雲集﹄
○‑∽ 女舞剣紅楓 ①京春押堂(内題下) ②延享三丙寅歳十月廿一日(終丁裏) ③玉水源二郎(大) ※年記を削った本もある｡
020豊 花筏巌流島 はないかだがんりうしま 板木285(西九) ①作者 浅田l鳥･但見弥四郎･松屋来輔(終丁裏) ②延享三丙寅年霜月十七日(終丁裏) ③正本屋九左衛門(大)
02)豊 襟重紅梅服 つまかさねこうばいこそで 板木264(万仁) ①作者 浅田一鳥･但見弥四郎(内題下) ②延享四丁卯年二月五日(終丁裏) ③正本屋九左衛門(大) ※内題に｢つま
かさねかうばいこそで｣と振り仮名がある｡
022 鎮西八郎射往来 ちんぜいはちらうゆみやわうらい 京大図(天源) ①京春押堂(内題下) ②延享四年丁卯如月廿1日(終丁裏) ③玉水源二郎(大)
023*1且 万戸将軍唐日記 まんこしやうぐんもろこしにつき 板木318 空欄) ①作者梁塵軒(終丁裏) ②延享四丁卯年弥生廿二日(終丁裏) ③正本屋九左衛門(大) ※終丁裏に｢作者
浅田一鳥･但見弥四郎･梁塵軒｣を加えた改修枚もある｡
02豊丘 悪源太平治合戦 あくげんだへいぢかつ[せん] 板木081(空欄) ①作者 並木周蔵･安田蛙桂･浅田l鳥(終丁裏) ②延享四丁卯歳七月廿八日(終丁裏) ③正本屋九左衛門(大)
025竹 傾城枕軍談 けいせいま‑らぐんだん 板木160(吉宗) ①作者 並木千柳･三好松洛･竹田出雲(終丁裏) ②延享四年卯八月廿三日(終丁裏) ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門
(
大
)
026 いろは日蓮記 ①古人近松門左衛門作･当世市中庵添削(終丁裏) ②延享四丁卯歳小春舌祥日(終丁裏) ③近江屋藤兵衛(江)･X寛延二年﹃日蓮託児硯﹄と改題される.なお内題角
書に｢古人近松門左衛門作･当世並木宗輔添削｣とある｡｢市中庵｣は､並木宗輔の別号｡
027竹 義経千本桜 よしつねせんぽんざ‑ら 板木339(加清) ①作者 竹田出雲二二好桧洛･並木千柳(終丁裏) ②延享四丁卯年霜月十六日(終丁裏) ③山本九兵衛(京)･山本九右衡
門(大) ④岩波新日本古典文学大系93｡日本古典全書﹃竹田出雲集﹄
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[寛延]
00)豊容競出入湊すがた‑らべでい‑のみなと東京女子大国(西九)①作者並木丈輔･豊岡珍平･安田蛙桂･浅田1鳥(終丁裏)②延享戊辰歳正月五日(終丁裏)③正本屋九左衛
門(大)①国立劇場﹃未翻刻戯曲集･1 2﹄

002豊東鑑御狩巻あづまかゞみみか‑のまき東京芸大図(空欄)①作者並木丈輔･安田蛙桂･浅田l鳥(終丁裏)②寛延元戊辰天七月十五日(終丁裏)③正本屋九左衛門(大)

00︺竹仮名手本忠臣蔵かなでほんちうしんぐら実践女子大図(書宗)①作者竹田出雲二二好松洛･並木千柳(終丁裏)②寛延元年辰八月十四日(終丁裏)③山本九兵衛(京)･山本
九右衛門(大)①岩波日本古典文学大系51･小学館新編日本古典文学全集77･新潮日本古典集成7 0･日本古典全書﹃竹田出雲集﹄

004住吉誕生石①作者松井星照(終丁裏)②寛延元年戊辰九月三日(終丁裏)③山本九兵衛(京)※のちに読本浄瑠璃﹃相生轡の松﹄と改題される｡
005i￨且 摂州渡辺橋供養 せつしうわたなべはし‑やう 京大図(万仁) ①作者連名 豊丈助･安田蛙桂･浅田一鳥(終丁裏) ②寛延元歳辰霜月十五日(終丁裏) ③正本屋九左衛門(大)

④叢書江戸文庫37

006*1且 八重霞浪花浜荻 やゑがすみなにはのはまおぎ 龍谷大図(西九) ①作者 豊丈助･安田蛙桂･豊正助･浅田一鳥(終丁裏) ②寛延弐己巳歳弥生廿六日(終丁裏) ③正本屋九左衛
門(大) ①国立文楽劇場
﹃浄瑠璃正本翻刻集･1﹄
あはしまけいつよめい‑ひなかた 板木084(紙与) ①作者連名 竹田出雲二二好松洛･並木千柳(見返し) ②寛延二己巳年卯月十八日(見返し) ③山本九兵衛
007什 粟島譜嫁入雛形
(京)･山本九右衛門(大)

00∞豊 華和讃新羅源氏 はなわさんしんらげんじ 板木290 紙与) ①梁塵軒輯(終丁裏) ②寛延弐己巳歳文月十五日(終丁裏) ③正本屋九左衛門(大)

大音大本は現在'当該表紙と本文二丁のみ残り､一見抜き本のようでもあるが'糸の綴じ穴も残るので'元来､通し本(糸綴じ)として刊行された可能性が残る｡

009*1且 浪花五節句操踊 ①なし ②なし ③西沢九左衛門(大) ※年表が｢付録番付か'袋紙か｡｣と推定した｢絵人の刷物｣(所在など記載せず｡大阪音楽大学所蔵資料をさすとすれば)
は､抜き本の表紙である｡
山本九右衛門(大)①小学館新編日本古典文学全集7

7

○‑○竹 双蝶蝶曲輪日記 ふたつてふく‑るわにつき 国会図(山九) ①作者連名 竹田出雲･三好松洛･並木千柳(終丁裏) ②寛延二己巳年七月廿四日(終丁裏) ③山本九兵衛(京)･
11寛延二年十月﹃日蓮記児硯﹄は､延享四年﹃いろは日蓮記﹄の改題｡

0tt豊物ぐさ太郎ものIたらう広島文教女子大国(空欄)①作者浅田1鳥･安田蛙桂･豊丈助･豊正助･難波三蔵(終丁裏)②寛延弐己巳年十1月四日(終丁裏)③鱗形屋孫兵

2

衛(江)･西沢九左衛門(大)
○‑N竹源平布引滝げんへいぬのびきのたき日大図(山九)①作者並木千柳･三好松洛(終丁裏)②寛延弐年己十一月廿八日(終丁裏)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗
形屋孫兵衛(江)①岩波日本古典文学大系5

013*見辛向八重桜たむけのやゑさ‑ら板木115(空白)①なし②寛延三歳次庚午三月十五日③鱗形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)④国立文楽劇場﹃浄瑠璃正本翻刻集･‑﹄
oL豊丘夏楓連理枕なつもみぢれん‑のま‑ら板木273(西九)①作者浅田1鳥･安田蛙桂･豊正助･難波三蔵(終丁裏)②寛延三歳庚午六月朔日(終丁裏)③鱗形屋孫兵衛(江)･

西沢九左衛門(大)
015新版累物語①作者並木良輔(内題下)作者連名1二三軒･八州堂･三楽坊(終丁裏)②寛延三庚午載八朔吉祥日(終丁裏)③西沢九左衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)※寛政四年

﹃累解脱打舗﹄と改題される｡
三年八月ごろ016傾城買指南①なし②なし③西沢九左衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)※前項﹃新板累物語﹄に同板の奥付をもつ本が残ることから'開板を﹃新板累物語﹄に前後す

る時期と推定する｡年表は｢宝暦五年以前｣と推定｡
○‑べ竹文武世継梅①作者並木千柳二二好松洛(終丁裏)②寛延三歳午霜月廿四日(終丁裏)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)※題答に｢ぶんぶよっぎ
のむめ｣と振‑仮名がある｡
[宝暦]
00‑豊玉藻前畷裸①作者浪岡橘平｡作者浅田一鳥･安田蛙桂(終丁裏)②寛延四辛未歳正月十四日(終丁裏)③鱗形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)

002竹恋女房染分手綱こひにようはうそめわけたづな板木175(空欄)①作者青田冠子･三好松洛(終丁裏)②寛延四年辛未二月朔日(終丁裏)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門
(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
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003il且浪花文章夕霧壕なにはぶんLやうゆふき‑づか板木274(空欄)①作者浪岡橘平.作者浅田T鳥･安田蛙桂(終丁裏)②寛延四辛未天四月廿五日(終丁裏)③鱗形屋孫兵衛(江)I
西沢九左衛門(大)

‑‑宝暦元年七月﹃頼政扇子芝﹄は､享保九年二月﹃頼政追善芝﹄の改題｡
004八幡太郎東海硯①東武之商家二三軒一作(終丁裏)②千時寛延四辛未中秋八朔(終丁裏)③西沢九左衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)※のち寛政四年正月﹃陸奥名所硯﹄と改題

0﹄※作者二人日を｢並木正三｣とする改修板がある｡

される｡
005H且日蓮聖人御法海にちれんLやうにんみの‑のうみ板木277(空欄)①作者並木鯨児･安田蛙桂｡添削浅田一鳥･並木宗輔(終丁裏)②寛延四辛未年十月十日(終丁裏)③鱗
形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)④国立劇場﹃未翻刻戯曲集･1

006竹役行者大峰桜ゑんのぎゃうじゃおはみねざ‑ら九大文(山九)①作者竹田外記｡門人近松半二･竹田文四(終丁裏)②寛延四年辛未十月十七日(終丁裏)③山本九兵衛(京)･

山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)④叢書江戸文庫14
007*1且‑谷轍軍記いちのたにふたばぐんき原道生民(西九)①作者浅田1鳥･浪岡鯨児･並木正難波三蔵･豊竹甚六｡故人並木宗輔(終丁裏)②宝暦元辛未天臓月十l日(終丁
塞)③鱗形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)
11宝暦元年カ﹃親鷲聖人絵伝記﹄※伝存不明

00∽竹名筆傾城鑑めいひっけいせいかゞみ板木∽N∽(紙与)①作者吉田冠子･中邑閏助二二好松洛(終丁裏)②宝暦弐年壬申三月廿三日(終丁裏)③山本九兵衛(京)･山本九右衛

門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
009竹世話言漢楚軍談せわことばかんそぐんだん板木224空欄)①作者竹田外記(内題下)作者三好松洛･近松半二･中邑閏助･吉田冠子(終丁裏)②宝暦弐壬申天五月十八日(終

丁裏)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
010太平記枕言①作者浪華安田蛙文(内題下)作者東武商家二二二軒･野沢雁便(終丁裏)②千時宝暦二王申七月廿l日(終丁裏)③西沢九左衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)%寛政

四年二月﹃義直艶書隊伍立﹄と改題される｡
ott竹伊達錦五十四郡だてにしきごじうし‑ん板木252i山九)①作者三好松洛･近松半二･中邑閏助･吉田冠子(終丁裏)②宝暦弐壬申年霜月十六日(終丁裏)③山本九兵衛(京)I
山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)※内題下｢作者竹田出雲｣と埋木した改修板がある｡

012豊倭仮名在原系図やまとかなあ‑はらけいづ中之島国(西九)①作者浅田一鳥･浪岡鯨児･並木素柳･豊竹甚六(終丁裏)②宝暦弐壬申年大呂七日(終丁裏)③鱗形屋孫兵衛
(江)･西沢九左衛門(大)

4※書名は題秦に拠る｡初板は｢初段｣とあって'内題がない｡｢愛護椎名歌勝岡初段｣と埋木した改修板

〇㍍竹愛護稚名歌勝閑あいごのわかめいかのかちどき国立劇場(山九)①作者竹田外記･青田冠千･中邑閏助･近松半二二二好松洛(終丁表)②宝暦三突酉年五月吉日(終丁表)
①山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)④叢書江戸文庫1

もある｡
○‑畳良雄結勘助島①浅田一鳥･浪岡鯨児･並木素柳･豊竹甚六(終丁裏)②宝暦三突酉天文月廿八日(終丁裏)③鱗形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)

〇㍍竹菖蒲前操弦①作者竹田出雲･青田冠子･中邑閏助･近松半二二二好松洛(終丁表)②宝暦四甲成年二月三日(終丁表)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)

ot富豆相馬太郎撃文談さうまたらうみばへぶんだん東京芸大図(空欄)①作者並木永輔(内題下)作者浅田l鳥･浪岡蟹蔵･並木素柳･豊竹千路(終丁裏)②宝暦四年甲成如月廿一

日(終丁裏)③鱗形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)
047竹小袖組貫練門平こ[そで]‑み‑はんねらもんぺい板木171(無記載)①作者竹田出雲･青田冠子･中邑閏助･近松半二･三好松洛(終丁表)②宝暦四甲成年四月十七日(終
丁表)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)

○‑豊丘義経腰越状よしつねこしごゑじゃう国立劇場(正小)①なし②宝暦甲成初秋念九(蚊)③鱗形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)※第三までの未完本｡
‑‑四年十月以前﹃太平記暁鐘﹄(たいへいきあさひのよろひ板木245紙与))は､享保八年二月﹃大塔宮犠鎧﹄の改題｡

oL9竹小野道風青柳硯おのゝたうふうあをやきす,,,‑板木356(山九)①作者竹田出雲･吉田冠子･中邑閏助･近松半二二二好松洛(終丁表)②宝暦四甲成年十月三日(終丁表)③

山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)④叢書江戸文庫1 4
020豊天智天皇苅穂篭てんちてんわうか‑ほのいを‑板木268(西九)①作者並木永輔(内題下)作者浅田l鳥･浪岡黒蔵主･豊竹上野(終丁裏)②宝暦四甲成年十二月十五日(終
丁裏)③鱗形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)
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02)豊三国小女郎曙桜み‑にこぢよろあけぼのざ‑ら日大図(西九)①作者難波三蔵･豊竹上野(終丁裏)②宝暦五乙亥年四月廿1日(終丁裏)③鱗形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛
門(大)

五年六月022竹庭凍座舗操①なし②なし③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)※目録に｢にはす,,,みざしきあやつ‑｣と振‑仮名がある｡付け物の七段に
関連して'旧板を寄せ集めたもの｡ただし巻末﹃浄瑠璃万歳﹄は新刻(この時が初演)｡

023豊翠眉長柄松ふたつあふぎながらのまつ板木305万仁)①作者連名並木永輔･浅田1鳥･難波三蔵二二津飲子･浪岡黒蔵主･豊竹上野(終丁裏)②宝暦五年乙亥七月七日(終

丁裏)③鱗形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)
五年七月024竹庭遺操座輔にはす',,みあやつ‑ざしき天理図(山九)①なし②なし③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)※付け物の七段に関連して'旧

板を寄せ集めたもの｡﹃義経千本桜﹄四ノ切｢狐｣は'現行本文に同じ増訂を行なう｡巻末﹃浄瑠璃万歳﹄は､同年六月﹃庭涼座鋪操﹄よ‑板木転用(太夫指定を塩木で改訂)0

五年十月025苅萱桑門墨染桜①近松門左衛門作(内題下)②千時宝暦五乙亥年初冬(本文未)③なし※書誌は'大倉集古館の写本に拠る｡ほかに演博辻町文庫にも写本l点が伝わる.

026竹拍子扇浄瑠璃合ひやうしあふぎじゃうる‑あはせ板木057山九)①なし②宝暦五年乙亥十一月十六日(終丁表)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
027竹年忘座舗操としわすれざしきあやつり中之島国(山九)①なし②宝暦五年乙亥十1月十六日(終丁表)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江 X‑内題

に｢としわすれざしきあやつ‑｣と振‑仮名がある｡付け物の七段に関連して､旧板を寄せ集めたもの｡﹃壇浦兜軍記﹄三ノロ｢あこや責｣は､現行本文に同じ省略と書換えを行なう｡

028竹崇徳院讃岐伝記しゆと‑ゐんさぬきでんき金刀比羅宮図(山九)①作者連名竹田出雲･青田冠子･中邑閏助･近松半二二二好松洛(終丁表)②宝暦六年丙子如月朔日(終丁表)
③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)

029*1且義仲勲功記よしなか‑んこうき演博(西九)①作者連名浅田1鳥･黒蔵子･七才子･難波三蔵･豊竹応律(終丁裏)②宝暦六年丙子三月十八日(終丁裏)③鱗形屋孫兵衛(江)･
西沢九左衛門(大)※作者二人日｢黒蔵主｣と塩木した改修板もある｡
1‑六年五月﹃業平男今様井筒﹄は､享保十四年十1月﹃京土産名所井筒﹄の改題｡

030竹平惟茂凱陣紅葉たいらのこれもちかいぢんもみぢ京大図(山九)①千前軒門人作者竹田出雲･吉田冠千･近松景鯉･近松半二･中邑閏助二二好松洛(終丁表)⑦宝暦六年丙
子十月十五日(終丁裏)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)

0甲
豆
3斐
1源
1氏
,桜軍配かいげんじさ‑らぐんばひ演博(西九)①作者浅田l鳥･黒蔵主二二津飲子･難波三蔵･gl且竹応律(終丁裏)②宝暦六年丙子閏十一月朔日(終丁裏)③鱗形
屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)

032il且写個足利染うつしゑすがたあしか',,ぞめ板木104(西九)①作者連名浅田l鳥･黒蔵主二二津飲子･難波三蔵･豊竹応律(終丁裏)②宝暦七年丁丑正月廿六日(終丁裏)③鱗
形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)

○uu竹姫小松子日の遊ひめこまつねのひあそび関大図(山九)①千前軒門人作者吉田冠子･近松景鯉･竹田小出雲･近松半二二二好松洛(終丁表)②宝暦七年丁丑二月朔日(終

丁裏)③山本九兵衛(戻)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
03豊丘前九年奥州合戦ぜん‑ねんおうしうかつせん板木225(空欄)①作者連名浅田1鳥･黒蔵主･七才子･難波三蔵･豊竹応律(終丁裏)②宝暦七年丁丑三月廿日(終丁裏)③鱗
形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)
○uu泉三郎伊達目貫①なし②宝暦七丁丑年秋七月吉日(終丁裏)③西沢九左衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)

036竹薩摩歌妓鑑きつまうたげいこか'/,み板木186(空欄)①千前軒門人作者吉田冠子･近於景鯉･竹田小出雲･近松半二･三好松洛(終丁表)②宝暦七年丁丑九月晦日(終丁裏)

③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
037*1且祇園祭礼信仰記ぎおんさいれいしんこうき板木143(空欄)①作者連名中邑阿契･豊竹応律･黒蔵主･三津飲子･浅田1鳥(終丁裏)②宝暦七年丁丑臓月初五日(終丁裏)③
鱗形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)④叢書江戸文庫37

038竹昔男春日野小町むかしおとこかすがのごまち金沢大国(山九)①作者故竹田出雲･竹田滝彦(内題下)千前軒門人作者竹田小出雲･北窓後一･竹土九･近松半二(終丁表)

②宝暦七年丁丑十二月十五日(終丁裏)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
○∽∽竹敵討崇禅寺馬場かたきうちそうぜんじばま大阪市立図(山九)①作者竹田小出雲･竹田滝彦(内題下)千前軒門人作者吉田冠子･近松半二･竹土九･北窓後一･三好松洛
(終丁表)②宝暦八年戊寅三月十三日(終丁裏)③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)

040聖徳太子職人鑑Lやうと‑たいLLよ‑にんかゝみ板木197(空欄)①浪花作者並木正三｡東都作者二二二改文鐘軒･吉川盛紅(終丁裏)②千時宝暦八戊寅歳八月朔日(終丁裏)

no
to

③鱗形屋孫兵衛(江)
04)竹 蛭小島武勇問答 ひるがこしまぶゆうもんどう 板木303 紙与) ①千前軒門人 作者 竹田小出雲･吉田冠子･近松半二二二好松洛･竹田滝彦(終丁表) ②宝暦八年戊寅八月十九
日(終丁裏) ③山本九兵衛(戻)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
11宝暦九〜十一年正月﹃浪花土産年玉操﹄ ※伝存不明
042竹 旦鹿川入相花王 ひだかがはいりあいざ‑ら 板木293(紙与) ①千前軒門人 作者 竹田小出雲･近松半二･北窓後l･竹本三郎兵衛･二歩堂(終丁表) ②宝暦九年己卯二月朔日
(終丁裏) ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江) ①国立劇場﹃未翻刻戯曲集･7﹄
043豊 芽源氏鳶壕 つのげんじう‑ひすつか 板木263 西九) ①作者連名 浅田l鳥･黒蔵主･七才子･中邑阿契･豊竹応律(終丁裏) ②宝暦九年己卯弥生三日(終丁裏) ③鱗形屋孫兵
衛(江)･西沢九左衛門(大)
044豊 難波丸金鶏 なにはまるこがねのにはと‑ 神津(西九) ①作者連名 若竹笛窮･豊竹応律･中邑阿契(終丁裏) ②宝暦九年己卯五月十四日(終丁裏) ③鱗形屋孫兵衛(江)･西沢
九左衛門(大)

045竹 太平記菊水之巻 たいへいきき‑すいのまき 愛媛大図(山九) ①竹田小出雲(内題下)千前軒門人 作者 二歩堂･近松半二･北窓後一･竹本三郎兵衛･三好松洛(終丁表) ②宝
暦九年己卯九月十六日(終丁裏) ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江) ④叢書江戸文庫14
‑1九年十月﹃楠正行軍略之巻﹄は､前項﹃太平記菊水之巻﹄ の改題(改題本の刊行はなかったらしい)｡
046豊 先陣浮洲巌 せんぢんうきすのいわ 板木227 万仁) ①作者連名 浅田l鳥･七才子･黒蔵主･豊竹応律･中邑阿契(終丁裏) ②宝暦九年己卯十二月七日(終丁裏) ③鱗形屋孫兵
宿(江)･西沢九左衛門(大)
047豊 桜姫賎姫桜 さ‑らひめしづのひめざ‑ら 日大図(西九) ①作者連名 若竹笛窮･豊竹応律･中邑阿契(終丁裏) ②宝暦十年庚辰三月十l日(終丁裏) ③鱗形屋孫兵衛(江)･西
沢九左衛門 (大)
048竹 極彩色娘扇 ご‑さいしきむすめあふぎ 板木166(紙与) ①竹田出雲(内題下)千前軒門人 作者 二歩堂･近松半二･北窓後1･竹本三郎兵衛二二好松洛(終丁表) ②宝暦拾歳
庚辰七月廿一日(終丁表) ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
049豊 祇園女御九重錦 ぎをんによごこゝのへにしき 漬博(西九) ①作者 若竹笛窮･中邑阿契(終丁裏) ②宝暦拾歳庚辰臓月十l日(終丁裏) ③鱗形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)
④叢書江戸文庫37
050竹 安倍晴明倭言葉 あべのせいめいやまとことば 板木086(山九) ①竹田出雲操(内題下)千前軒門人 作者 二歩堂･近松半二･北窓後一･竹本三郎兵衛二二好松洛(終丁表) ②
宝暦拾一年草巳正月廿日(終丁裏) ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
05)竹 由良湊干軒長者 ゆらのみなとせんげんちゃうじゃ 新潟大国(山九) ①竹田小出雲(内題下)千前軒門人 作者 二歩軒･近松半二･北窓後l･竹本三郎兵衛二二好松洛(終丁表)
②宝暦十1年辛巳五月十六日(終丁裏) ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
052豊 曽根崎模様 そねさきもやう 板木236(空欄) ①作者 若竹笛窮･浅田一鳥･福松藤助･黒蔵主･中邑阿契(終丁表) ②宝暦十一年辛巳五月十八日(終丁表) ③鱗形屋孫兵衛(江)･
西沢九左衛門(大) ※のちに[明和]末尾﹃桂川恋の柵﹄と改題される｡
053*1見 入九万歳台 ひとまるぽんせいのうてな 板木295 空欄) ①作者 豊竹応律･浅田l鳥･中邑阿契･黒蔵主･七才子･若竹笛窮･福松藤助(終丁裏) ②宝暦十一年辛巳九月十日(終
丁裏) ③鱗形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)
11十l年九月ころ ﹃下総国累霜﹄ ※伝存不明
11十1年十月﹃冬寵難波梅﹄･X･伝存不明
054竹 古戦場鐘感の松 こせんぢやうかねかけ まつ 文楽劇場(山九) ①竹田出雲(内題下)千前軒門人 作者 二歩軒･近松半二･北窓後丁竹本三郎兵衛二二好松洛(終丁表) ②宝
暦十一年辛巳十一月廿日(終丁裏) ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
055H:且 三好長慶堪軍談 ①作者梁塵軒(終丁裏) ②宝暦拾二壬午天如月廿四日(終丁裏) ③鱗形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)
056竹 花系図都鑑 はなけいづみやこかゞみ 京大図(山九) ①竹田出雲(内題下)千前軒門人 二歩軒･近松半二･北窓後丁竹本三郎兵衛二二好松洛(終丁表) ②宝暦拾二年壬午三月
廿一日(終丁裏) ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
057*1且 岸姫松轡鑑 きしのひめまつ‑つわかゞみ 文楽劇場(西九) ①作者 豊竹応律･若竹笛窮･福松藤助･浅田1鳥･黒蔵主･並木永輔(終丁表) ②宝暦拾二年閏四月十八日(終丁表)
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③鱗形屋孫兵衛(江)･西沢九左衛門(大)
11十二年六月﹃夏景色浄瑠璃合﹄ 伝存不明
○∽∞竹 奥州安達原 おうしうあだちがはら 日大図(山九) ①作者竹田和泉(内題下)千前軒門人 作者 近松半二･北窓後㌻竹本三郎兵衛(終丁表) ②宝暦十二年壬午九月十日(終丁
義) ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
059*1且 洛陽瓢念仏 ①作者梁塵軒(終丁裏) ②宝暦十三年末三月六日(終丁裏) ③正本屋小兵衛(大)･鱗形屋孫兵衛(江)
060竹 山城の国畜生壕 やましろ ‑にち‑Lやうづか 演博(山九) ①竹田和泉接(内題下)千前軒門人 作者豆 近松半二･竹本三郎兵衛(終丁表) ②宝暦拾三歳突未四月十三日(終
丁表) ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)･鱗形屋孫兵衛(江) ④叢書江戸文庫14

06)竹 天竺徳兵衛郷鏡 ①竹田和泉操(内題下)千前軒門人 作者豆 近松半二･竹本三郎兵衛(終丁表) ②宝暦拾三歳発未四月十三日(終丁表) ③山本九兵衛(京)･山本九右衛門(大)I
鱗形屋孫兵衛(江) ①国立劇場﹃未翻刻戯曲集･5﹄
062豊 新舞台咲分牡丹 ①集之 若竹笛窮･中邑阿契(終丁裏) ②宝暦十三年末四月十八日(終丁裏) ③正本屋小兵衛(大)･鱗形屋孫兵衛(江
X‑旧作二作(﹃東鑑御狩巻﹄ ﹃北条時頼記﹄)
と､新作三作(﹃三拾石艦始﹄ ﹃双紋刀銘月﹄ ﹃女天神手習伝授﹄)の取‑合わせ上演｡﹃女天神手習伝授﹄は'﹃菅原伝授手習鑑﹄四ノ切｢手習児家｣の豊竹座再演｡前に増補場面を加えたもの｡
また﹃双紋刀銘月﹄は､のち安永二年正月﹃刀屋半七色初花﹄と改題される.
11十二年六月﹃御前懸浄瑠璃相撲﹄ ※伝存不明
十三年夏･秋頃 06宣且 新舞台扇子錦木 しんぶたいあふぎにしきJ,,板木212 空欄) ①なし ②なし ③奥欠･x･奥欠本l点のみ残る (演博).書名は'当該本所収曲とl致する絵尽に
拠る推定｡前々項﹃新舞台咲分牡丹﹄と一連の興行｡﹃掌真鳥実記﹄は [享保1016﹃大内裏大友真鳥﹄､﹃玉祭返魂香﹄は近松﹃傾城反魂香﹄ の改題｡
064豊 番場忠太紅梅確 ぽんばのちうだこうばいゑひら 板木292 空欄) ①作者 若竹笛窮･中邑阿契(終丁裏) ②宝暦十三年末蝋月八日(終丁裏) ③正本屋小兵衛(大)･鱗形屋孫兵
宿(江) ※年記｢蝋｣ の虫偏を塩木して｢臓｣とした改修板もある｡
11宝暦年中﹃あづま摂恋山崎﹄ ※伝存不明｡なお上演年を､漬博絵尽目録は｢明和6年後半カ｣と推定する｡
11宝暦年中﹃天神記恵松﹄は'近松﹃天神記﹄ の改題(包紙と題沓)｡ただし宝暦年中に刊行されたとみるべき本は残らない｡
11宝暦十二〜十三年﹃銘石川五右衛門﹄ ※伝存不明｡なお上演年を､年表絵尽目録は｢宝暦十二年から明和元年｣と推定するが､絵尽を西沢九左衛門が刊行するので'宝暦十三年を下るこ
とはあ‑得ない｡
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