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馬琴 著　柴田光彦 編　八木書店　2003

赤穂義士傳一夕話
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「貞秀ワールド」へようこそ 
細心精緻な幕末絵師 

    ～図書館で見つける驚き、知る楽しみ～ 

展 示 目 録 ・ 参 考 文 献 
開催期間：平成２８年８月１６日（火）～９月１９日（月・祝） 
会場：横浜市中央図書館 １階展示コーナー 
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1 横浜版画と開化絵　（日本の美術 第328号）
坂本満、戸枝敏郎/
編

至文堂 1993

2 横浜浮世絵と近代日本　異国“横浜”を旅する
神奈川県立歴史博
物館編

神奈川県立歴史博物館
大塚巧藝社（制作）

1999

龍虎図
橋本貞秀　大黒屋平吉　安政５年（1858）（『秘蔵浮世絵大観 ５』　講談社）

横浜渡来異商住家之図
五雲亭貞秀　森屋治兵衛　文久元年(1861）

横浜商館真図
五雲亭貞秀　丸屋徳造　文久元年（1861）

横浜ノ商館ニ仏蘭西人金魚ヲ翫フ図
五雲亭貞秀　森屋治兵衛　文久元年（1861）

横浜異人商館座敷之図
五雲亭貞秀　森屋治兵衛　文久元年（1861）

横浜鉄橋之図
五雲亭貞秀　丸屋甚八　明治３年（1870）

横浜明細之全図
橋本玉蘭斎　師岡屋伊兵衛　明治３年（1870）

武蔵国全図
菊池脩蔵自著蔵 板　橋本玉蘭 画図　安政３年（1856）開板　複製

冨士山真景全図
玉蘭斎貞秀 画　光画コミュニケーションプロダクツ　ｃ2006

東海道之内生麦
貞秀　鍵屋庄兵衛　文久３年（1863）

肥前崎陽玉浦風景之図
貞秀 画　藤岡屋慶次郎　文久２年（1862）

「画師歌川貞秀か話」　依田学海／著　（「風俗画報」　第2号　1889　p17）
　　『風俗画報　複製版　第１分冊（１号～３６号）』　明治文献　1973

「貞秀の片鱗」　大曲駒村　（「愛書趣味」　第二巻第一号通巻第七号　1926）
　　『典籍関係雑誌叢書　第３巻』　ゆまに書房　1997　p239

 「玉蘭斎貞秀の晩年」　井上和雄　（第二年・第三冊 1926　p34）
 「貞秀改め橋本玉翁」 井上和雄 （第二年・第七冊 1926　p23）
 「貞秀改め橋本玉翁（正誤）」 井上和雄 （第二年・第九冊　1926　p40）
　　『新旧時代　第2巻』　明治文化研究会　1927



3 横浜浮世絵　集大成
神奈川県立博物館
／編

有隣堂 1979

4 横浜開化錦絵を読む 宗像盛久／編 東京堂出版 2000

5 横浜浮世絵と長崎版画　特別展
神奈川県立博物館
／〔編〕

神奈川県立博物館 1976

6
横濱開港１５０周年記念
横浜浮世絵　近代日本をひらく

川崎・砂子の里資料
館／編

神奈川新聞社 2009

7 横浜浮世絵の世界　平成３年度研究報告
愛知学泉大学生活
文化研究所／編

愛知学泉大学生活文化研
究所

1991

【横浜開港見聞誌】

1
横浜文庫
（横浜市立図書館で電子複写し，製本したもの。）

橋本玉蘭斎／誌
五雲亭貞秀／画

〔出版者不明〕
文久２
（1862）

2 横浜開港見聞誌 玉蘭斉貞秀／著 名著刊行会 1979

3
日本近代思想大系　17　美術
　「Ⅳ　横浜開港見聞誌（王蘭斎貞秀著・画）」p299～

加藤周一／〔ほか〕
編

岩波書店 1989

【横浜土産】

1
横浜土産　初編
（横浜市立図書館で電子複写し，製本したもの。）

玉蘭斎貞秀／著
仮名垣魯文／記

鳳来堂
万延元
〔1860〕

2
たまくす　横浜開港資料館普及誌　３
特集・横浜開港名所図会

横浜開港資料普及
協会，横浜開港資料
館／〔共〕編

横浜開港資料館 1987

3

【地図】

1

2

3

4

5 絵図学入門 杉本史子／編 東京大学出版会 2011

【浮世絵】

1 原色浮世絵大百科事典　第2巻　浮世絵師
日本浮世絵協会原
色浮世絵大百科事
典編集委員会／編

大修館書店 1982

2 図説浮世絵入門 ふくろうの本 稲垣進一／編 河出書房新社 2011

3 浮世絵の見方　芸術性・資料性を正しく理解する 松井英男／著 誠文堂新光社 2012

4 浮世絵　カラー版　岩波新書 大久保純一／著 岩波書店 2008

5 錦絵はいかにつくられたか　企画展示
人間文化研究機構
国立歴史民俗博物
館／編

国立歴史民俗博物館 2009

「貞秀＝玉蘭斎ノート　-地図および地図的作品へのてがかりとして-」　三好唯義
　（「神戸市立博物館研究紀要」　第15号　神戸市立博物館　1999）　p23～40

「五雲亭貞秀の地理調査レポート－『東海道五十三駅勝景』をもとに」　三好唯義
　（「神戸市立博物館研究紀要」　第21号　神戸市立博物館　2005）　p27～46

「『海外新話』の視覚　-その挿図と五雲亭貞秀」　塚原晃
　（「神戸市立博物館研究紀要」　第27号　神戸市立博物館　2011）　p25～42

「第6章　房総の空間を描く」　杉本史子
　（『千葉県の歴史　通史編［５］近世２　県史シリーズ』　千葉県史料研究財団／編　千葉県　2008）　p657～684

「横浜土産」の諸版について」　半沢正時
　（「郷土よこはま」　第49号　横浜市図書館　1967）　p37



【その他参考図書】

1

2 忠臣蔵の男たち　現代語訳『赤穂義士伝一夕話』 山崎美成／作 展望社 1999

3 横浜市図書館所蔵亀田文庫目録　昭和５９年１月末現在 横浜市図書館／編 横浜市図書館 1984

4 江戸の情報屋　幕末庶民史の側面 吉原健一郎／著 日本放送出版協会 1978

5 南総里見八犬伝　１０　新潮日本古典集成 曲亭馬琴／〔著〕 新潮社 2004

6 東海道五十三駅勝景　伊豆・駿河・遠江の部　復刻 歌川貞秀／画 羽衣出版 1992

7 御開港横浜之全図でみる御開港横浜めぐり 人文社 2008

8

9

10

神奈川横浜新湊港崎町遊廓花盛之図真景
五雲亭貞秀　松林堂　万延元年（1860）

 
横浜明細之全図
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