
⇒横浜市立図書館デジタルアーカイブ「都市横浜の記憶」：https://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/

１　芝居番付

〔下田座さの松　芝居番付〕
〔明治-年-月4日〕
33×24cm 36×48cm
小番付 （S-001）
（S-002）

左：（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=23112）

右：（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=23111）

〔賑座　芝居番付〕
明治23（1890）年１月31日
37×63cm
（S-057）
（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=23166）

〔港座　芝居番付〕
明治27（1894）年10月10日
42×66cm
（S-042）
（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=23151）

〔横浜座　芝居番付〕
大正８（1919）年９月６日
50×74cm
（S-105）
（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=23212）

展示している芝居番付・絵葉書・地図は、横浜市立図書館デジタルアーカイブ「都市横浜の記憶」で公開しています。
公開先は（）内のURLをご参考にしてください。

〔下田座さの松　芝居番付〕
〔明治-年-月21日〕

展示目録
開催期間：平成２９年６月２３日（金）～平成２９年７月１７日（月・祝）

会場：横浜市中央図書館３階ヨコハマ資料展示コーナー

横浜の芝居展



２　芝居番付：複製パネル

３　上映案内

４　役者（絵葉書）

横浜座（絵本太功記） 明智光秀（幸四郎）　（①）

５　賑わう街並み（絵葉書）：複製パネル

絵葉書（PC00869）
（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=6853）

絵葉書（PC00863）
（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=6847）

〔相生座 芝居番付〕　明治35（1902）年３月19日　（S-097）

横浜座芝居上演案内　大正５（1916）年10月　（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=4213）

横浜座芝居上演案内　大正６（1917）年10月　（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=4215）

〔横浜座〕大正９（1920）年２月興行　（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=3996）

横浜吉田町通リ　Yoshidamachi-dori, Yokohama.

横浜賑町喜楽座　Kirakuza Theater Yokohama.

〔横浜劇場 芝居番付〕　大正10（1921）年１月１日　（S-108）

絵葉書(PC00109）　（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=6109）

絵葉書(PC00105）　（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=6105）

〔羽衣座 芝居番付〕　明治35（1902）年６月28日　（S-013）

〔蔦座 芝居番付〕　明治31（1898）年11月24日　（S-053）

〔千歳座 芝居番付〕　明治27（1894）年７月８日　（S-058）

〔勇座 芝居番付〕　明治26（1893）年５月２日　（S-056）

（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=23167）

（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=23165）

（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=23162）

（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=23122）

横浜座芝居上演案内　大正８（1919）年９月　（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=4219）

横浜座(近江
お う み

源氏
げ ん じ

先陣
せんじん

館
やかた

)佐々木三郎兵衛盛綱(羽左衛門) 　（②）

（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=23205）

（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=23178）

（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=23204）

〔喜楽座 芝居番付〕　明治36（1903）年７月15日　（S-070）

〔雲井座 芝居番付〕　明治34（1901）年１月31日　（S-098）

横浜座(経
きょうがしまむすめのいけにえ

嶋娘生贅) 法橋娘小枝(歌右衛門)　（③）

（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=23215）

横浜座　(籠釣瓶花街酔醒
か ご つ る べ さ と の え い ざ め

)下男治六(寿美蔵)治郎左衛門(左団次）　（④）

絵葉書(PC00108）　（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=6108）

絵葉書(PC00104）　（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=6104）

① ② ③

④



絵葉書（PC00864）
（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=6848）

絵葉書（PC00945）
（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=6929）

絵葉書（PC00851）
（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=6835）

絵葉書（PC00859）
（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=6843）

６　劇場（絵葉書，地図）：複製パネル

絵葉書(PC00865)
（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=6849）

絵葉書(PC00856）
（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=6840）

和英横浜案内
中谷多一郎／編　京浜堂　1908
（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=2098）

新撰横浜全図　再版

地図（map016）⑤蔦座，⑥千歳座の図版掲載
（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=12153）

横浜真景一覧図絵
尾崎冨五郎／編　1891年７月
地図（M2-366）
（http://www.lib.city.yokohama.lg.jp/Archive/DTRP0320?SHIRYO_ID=12043）

横浜伊勢佐木町通 (喜楽座)　The Thertre Street at Yokohama.

【複製版】新撰横浜全図　明治28年　日本地図選集　人文社　〔1895〕

【複製版】 横浜真景一覧図絵　古地図史料出版
（明治35年３月１日印刷　明治35年３月１０日発行の複製 ）

横浜賑町通リ THEATRE STREET, YOKOHAMA.

①賑座，②羽衣座，③喜楽座，④横濱座の写真図版掲載

横浜住吉町通り　Sumiyoshicho-dori, Yokohama.

横浜伊勢佐木町通り　Isesakicho-dori at Yokohama

（横浜名所）喜楽座　Kirakuza Teatre Yokohama.

横浜賑座　Nigiwai-za Theatre, Yokohama. Performes Every Day in the Year Rain or Shine

倉田太一郎　1896年６月
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②
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倉田喜弘（編集）斎藤多喜夫（協力）佐々木葉子（協力）

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/journal/images/kaikouno-hiroba_32.pdf

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/chousa/kihou/60/kihou060-032-039.pdf

発行：横浜市中央図書館調査資料課 平成２９年６月２３日


