
生巧館の成立とその発展 （1）

高等小学読本 タイトル 版技法 掲載箇所 サイン・備考
【一】 大日本国地図 銅版 p.2-3の間
M.21.5.25初版 少年子鹿ヲ救フ 木口 P.7 山本画／合田刀
M.21.11.28再版 東京 銅版 p.12 地図
定価金 15-17銭 京橋 木口 p.14

葉ノ図 亜鉛凸版 p.17

朝顔 亜鉛凸版 p.18

（古代の出土品） 亜鉛凸版 p.25

京都 銅版 p.28 地図
紫宸殿 木口 p.30

日本武尊 木口 p.33 山本画／合田刀
北海道ノ土人 木口 p.41 山本画／合田刀
大阪 銅版 p.52 地図
心斎橋 木口 p.54

上古ノ人民 木口 p.58

埴輪之図 亜鉛凸版 p.61

親雞ト雛雞 木口 p.64 山本画／合田刀
燈明台 木口 p.67 山本／合田刀
横浜 銅版 p.70 地図
横浜 木口 p.72 山本画／合田刀
菜豆ノ種及萌芽 亜鉛凸版 p.75

Galileo 木口 p.80

山僧ノ犬旅人ヲ旅人ヲ救フ 木口 p.83

雲ト雨 木口 p.86

海底 木口 p.94

長崎 銅版 p.96 地図
長崎ノ市街 木口 p.97

【二】 兵庫神戸 銅版 p.6 地図
M.21.9.25初版 兵庫神戸ノ市街 木口 p.9

新潟 銅版 p.22 地図
新潟公園 亜鉛凸版 p.23 木邨刀
氷山 木口 p.26

鎌足中大兄皇子ニ靴ヲ捧グ 亜鉛凸版 p.29

藤原道長 亜鉛凸版 p.32

虎子血ヲ吸フ 亜鉛凸版 p.34

函館 銅版 p.39 地図
五稜廓伐氷ノ図 亜鉛凸版 p.41

草綿 亜鉛凸版 p.43

後三條天皇 亜鉛凸版 p.46

金沢 銅版 p.51 地図

表1　高等小学読本挿図一覧（文部省編輯局編／文部省大臣官房図書課版権所有／大日本図書株式会社発売）



（2） 第2部　生巧館の活動と展開

高等小学読本 タイトル 版技法 掲載箇所 サイン・備考
兼六園 木口 p.52

甘蔗ヲ刈リ取ル図 木口 p.55

風蘭及ネナシカヅラ 亜鉛凸版 p.60

山ト河 木口 p.67 生巧館合田刀
象ノ群 亜鉛凸版 p.70 木邨刀
名古屋 銅版 p.73 地図
名古屋城 木口 p.76 合田刀
タンポポノ種子及裸体種子 亜鉛凸版 p.80

壮者ト罪人トノ問答 亜鉛凸版 p.82

仙台 銅版 p.89 地図
芭蕉ノ辻 木口 p.90

葉ノ形 亜鉛凸版 p.92

複葉 亜鉛凸版 p.94

対生葉・互生葉 亜鉛凸版 p.94

空海ノ宗論 亜鉛凸版 p.97

箱中ニ息ヲ吹キ込ム 亜鉛凸版 p.104

【三】 牛車ニ乗リタル婦人 亜鉛凸版 p.5 九皋堂刀
M.22.1.23初版 獅子 亜鉛凸版 p.10 印藤画／九皋刀

巻鬚及鱗茎 亜鉛凸版 p.13

本邦捕鯨ノ模様 亜鉛凸版 p.25

広島 銅版 p.27 地図
厳島神社 木口 p.29

オジギサウ 亜鉛凸版 p.35

渡邊競平宗盛ノ門前ニ於テ別ヲ告グ 亜鉛凸版 p.40 九皋堂刀
和歌山 銅版 p.44 地図
駱駝 木口 p.47

頼朝 亜鉛凸版 p.53 九皋堂刀
壇浦ノ戦 木口 p.56

花ノ各部 亜鉛凸版 p.64

鹿児島 銅版 p.67 地図
（鳥の足） 亜鉛凸版 p.70

ムシ垂笠ヲカブリタル婦人 亜鉛凸版 p.80 印藤画／九皋堂刀
（果実の内部） 亜鉛凸版 p.82

駝鳥 木口 p.84 生巧館刻
農夫鳥魚ヲ見ル 亜鉛凸版 p.87

風船 木口 p.93

【四】 泰時僧高弁ト語ル 亜鉛凸版 p.12 九皋堂刀
M.22.1.23初版 北京 銅版 p.22 地図

北京ノ市街 亜鉛凸版 p.23 印藤画／九皋刀
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高等小学読本 タイトル 版技法 掲載箇所 サイン・備考
鰐魚 木口 p.27

時頼不幸ナル尼ノ物語ヲ聴ク 亜鉛凸版 p.34 木邨刀
コロンブス航海線路之図 銅版 p.38

コロンブスノ上陸 木口 p.42 生巧館刻
海狸 木口 p.44 生巧館刻
華氏寒暖計 亜鉛凸版 p.49

賊船海上ニ漂フ 木口 p.59 生巧館刻
漆ノ実 亜鉛凸版 p.72

淵邊義博護良親王ヲ土窖二弑ス 亜鉛凸版 p.77 印藤画／九皋刀
泳気鐘 木口 p.82 

正成笠置行在所ニ於テ勅諭ニ奉答ス 亜鉛凸版 p.87 印藤画／九皋刀
Central Park 木口 p.94

高架鉄道 木口 p.96

【五】 貨幣 銅版 p.11

M.22.4.29初版 中吉旧主人ノ病ヲ看護ス 亜鉛凸版 P.19 印藤画
コルクノ樹皮ヲ剥グ図 亜鉛凸版 p.33 印藤画／九皋刀
公園ヨリ州庁ヲ望ム 木口 p.37 山本画／合田刀
槓杆 亜鉛凸版 p.39

（槓杆の図） 亜鉛凸版 p.42

（月・満潮） 木口 p.52

（月・大潮） 木口 p.53

人家ニ養フ所ノ蜂房 亜鉛凸版 p.57

工蜂樹枝ニ懸垂ス 亜鉛凸版 p.58 九皋堂刀
吸子 亜鉛凸版 p.61

独立会堂 木口 p.70 山本画／合田刀
大坂造幣局 木口 p.79 山本画／合田刀
武田信玄 亜鉛凸版 p.84 印藤画／九皋刀
日月蝕 木口 p.96

ポンプ 木口 p.100

松寿従者ト問答ス 亜鉛凸版 p.123 印藤描／九皋刀
眼球 木口 p.140

【六】 狼ノ為ニ忠僕身ヲ捨ツ 木口 p.2 山本画／合田刀
M.22.10.5初版 鎧武者 亜鉛凸版 p.15 印藤画／九皋刀

水晶宮 木口 p.31 山本画／合田刀
豊臣秀吉 亜鉛凸版 p.43 九皋刀
ジェームス、ワツト 木口 p.50 山本画／合田刀
巴黎市街 木口 p.81 山本画／合田刀
徳川家康 亜鉛凸版 p.90 印藤画／九皋堂刀
伯林大学校 木口 p.118 山本画／合田刀
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高等小学読本 タイトル 版技法 掲載箇所 サイン・備考
（光線の屈折 1・2） 亜鉛凸版 p.121

（光線の屈折 3） 亜鉛凸版 p.122

林羅山講義ノ図 亜鉛凸版 p.127 九皋刀

【七】 セント、スチーブン寺 木口 p.21 山本画／合田刀
M.22.10.28初版 （単顕微鏡原理図） 亜鉛凸版 p.24

単顕微鏡 木口 p.24

（複顕微鏡原理図） 亜鉛凸版 p.26

複顕微鏡 木口 p.26

徳川光圀 木口 p.30 合田刀
（望遠鏡原理図） 亜鉛凸版 p.37

望遠鏡 木口 p.38

羅馬府聖彼徳寺 木口 p.52 山本画／合田刀
白石和蘭ノ使者ニ接見ノ図 亜鉛凸版 p.65 印藤画／九皋刀
聖彼得堡 木口 p.77 山本画／合田刀
南亜米利加 銅版 p.93 地図
世界周航線路ノ図 銅版 p.96-97の間 地図
米使久里浜ニ上陸ノ図 亜鉛凸版 p.102 印藤描／九皋刀
喜望峯 亜鉛凸版 p.119 M.I.／九皋刀
文明ノ景況 木口 p.149 合田刀
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帝国読本 タイトル 版技法 掲載箇所 サイン・備考
【巻之一】 （集英堂店頭） 彫刻石版 表紙裏
M.25.9.20初版 ハタ（日本国旗） 板目 1丁表 印藤／「橘名」印／五島刻
M.26.9訂正再版 ハナ／タケ 板目 1丁裏 「橘名」印／五島刻

タコ／コマ／タイコ 板目 2丁表 楊堂刀
イヌ／ネコ／イタチ 板目 3丁表 「橘名」印／楊堂刀
メ／クチ／ミミ／アタマ 板目 3丁裏 「橘名」印／楊堂刀
ユミ／ヤ／ヤリ／カタナ 板目 4丁表 「橘名」印／江川刀
カキ／ミカン／モモ／スモモ 板目 5丁表 「橘名」印／楊堂刻
ウマ／ムチ／ウシ／ニ／クル
マ 板目 5丁裏 「橘名」印／楊堂刀

マツ／ハト／カラス／トリヰ
／ヤシロ 板目 6丁裏 「橘名」印／楊堂刀

ヘチマ／クワヰ／タケノコ／
レンコン／ソラマメ 板目 7丁表 「橘名」印／楊堂刀

フネ／ヨシ／アヒル／オモト
／ナンテン 板目 8丁表 「橘名」印／江川刀

ツクエ／ホン／ヲリホン／セ
ンス／フエ／モノサシ 板目 8丁裏 「橘名」印／江川刀

フデ／スズリ／ミヅイレ／セ
キバン／コガタナ 板目 10丁裏 「橘名」印／楊堂刀

ネギ／ササゲ／カブラ／ダイ
コン／ニンジン 板目 11丁表 「橘名」印／五島刻

井ド／ツルベ／ミソ／トビ／
トンボ 板目 11丁裏 「橘名」印／五島刻

アヂ／ゼン／ハマグリ／カゴ
／ザクロ 板目 12丁表 「橘名」印／江川刀

ペン／エンピツ／ランプ／ラ
ツパ／ポンプ 板目 12丁裏 「橘名」印

コヒ／カヘル／ニハトリ／ア
サガホ／ユフガホ／テフ 板目 14丁表 「橘名」印／木邨刻

（本を持つ二人の男児） 板目 15丁表 「橘名」印／楊堂刻
かみ／すみ 板目 16丁表 「橘名」印／五島刻
かき／と／くり 板目 16丁裏 「橘名」印／五島刻
まり／と／こま／と／たいこ 板目 17丁表 「橘名」印／五島刀
はすのは／はちのす／きくの
はな 板目 17丁裏 「橘名」印／五島刻

（神社の鳥居図） 板目 18丁裏 「橘名」印／江川刀
（山に鹿・川に帆船図） 板目 19丁表 「橘名」印／江川刀
（農民夫婦） 板目 19丁裏 「橘名」印／江川刀
（花籠と猫） 板目 20丁表 「橘名」印／木邨刻
（川岸の熊と鷲） 板目 21丁表 「橘名」印／五島刻
（四季風景） 板目 21丁裏 「橘名」印／五島刻
（三人の男児の学習図） 板目 22丁表 「橘名」印／楊堂刻
（騎馬軍人に吠え掛かる犬と
男女児童） 板目 22丁裏 「橘名」印／楊堂刻

表2　帝国読本挿図一覧（学海指針社編／集英堂発売） ＊滋賀大学附属図書館教育学部分館所蔵本による（請求記号2-45）
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帝国読本 タイトル 版技法 掲載箇所 サイン・備考
（兵舎の門そばを行進する軍
隊） 板目 23丁裏 「橘名」印／楊堂刻

（かもじ・簪や店頭） 板目 24丁表 「橘名」印／五島刻
（庭園の雷雨風景） 板目 24丁裏 「橘名」印／五島刻
（火消しの出動図） 板目 25丁表 「橘名」印／江川刀

【巻之二】 （子供と秋祭） 木口 表紙裏 CA（浅井忠）／生巧館刀
M.25.9.20初版 （競馬） 板目 2丁表 清親／五島刻
M.26.9訂正再版 （兄弟自習図） 木口 2丁裏 CA（浅井忠）／生巧館刻

（男児二人と動物たち） 板目 3丁表 H.G.（二世芳柳）／木邨刀
（国史授業図） 板目 4丁表 楓湖／木村刀
（綱引きと遊戯） 板目 5丁裏 清親／安井刀
（授業図） 木口 6丁裏 N.M?／生巧刀
（犬と少年） 板目 7丁裏 CA（浅井忠）／五島刻
（子供と池） 木口 8丁表 N.M

（庭園図） 板目 9丁表 江川刻
（山道と少年三人） 板目 10丁裏 桂舟／五島刻
（火鉢と母子） 板目 11丁表 N.M／木邨刻
（母子と雪景） 板目 12丁表 永興／九皋刀
（少年と猿） 板目 13丁表 永興／江川刻
（桜井の別れ） 板目 13丁裏 楓湖／木邨刻
（大山川） 木口 15丁表 不同舎／生巧館刀
（二子山） 木口 16丁表 不同舎／生巧館
（正月の街頭） 板目 17丁表 楓湖／五島刻
（耕作図／就寝図） 板目 18丁表 CA（浅井忠）／木邨刻
（駕籠／人力車） 木口 19丁表 S.O.／生巧館刀
（兎と蟹 1） 板目 20丁表 印藤筆
（兎と蟹 2） 板目 20丁裏
（兎と蟹 3） 板目 21丁表 江川刀
（病母と子供） 板目 22丁裏 永興／木邨刻
（案山子） 板目 24丁裏 CA（浅井忠）／五島刻
（雨の中の梅） 板目 26丁表 永興／江川刻
（摘み草する子供） 板目 26丁裏 「橘名」印／五島刻
（農家図） 板目 27丁裏 ／安井刀
（運動会） 板目 29丁裏 不同舎／江川刻

【巻之三】 （農村の日の出） 木口 表紙裏 不同舎／生巧刀
M.25.9.20初版 （鶏） 板目 3丁表 N.M／田野邨刻
M.26.9訂正再版 （日の出と烏） 板目 4丁表 「橘名」印／五島刻

（舌切り雀 1） 板目 5丁表 清親／江川刻
（舌切り雀 2） 板目 6丁裏 清親／安井刻
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帝国読本 タイトル 版技法 掲載箇所 サイン・備考
（桜花図） 板目 7丁裏 不同舎／きむらこくす
（菜の花と蝶、毛虫） 板目 8丁裏 楓湖／五島刻
（幟旗図） 板目 9丁裏 H.G.（二世芳柳）／五島刻
（金太郎） 板目 10丁裏 楓湖／五島刻
（田植え図） 板目 12丁表 H.G.（二世芳柳）／五島刻
（耕作図） 板目 13丁表 N.M／江川刻
（蛙と牛） 板目 14丁表 清親／江川刻
（書籍と算盤） 板目 15丁裏 O.S／江川刻
（親子の礼） 板目 16丁裏 永興画／木邨刻
（大江山鬼退治） 板目 19丁表 清親／九皋刀
（行進遊び） 板目 21丁表 CA（浅井忠）／木邨刻
（おぼれる子供） 板目 22丁表 （浅井忠）／五島刻
（農作業図／ビールとビス
ケット） 板目 24丁裏 永興／木邨刻

（子供と蜻蛉） 板目 25丁裏 永興／安井刻
（子供と方位磁石） 木口 26丁表 K.O／生巧館刀
（七陽表と風景） 木口 27丁表 H.G.（二世芳柳）／天葩刀
（猫と少女） 板目 28丁表 CA（浅井忠）／木邨刻
（朝顔） 板目 29丁裏 楓湖／五島刻
（烏と壺） 板目 31丁裏 「橘名」印／木邨刀
（蝉） 木口 32丁裏 S.O.／生巧館刻
（蓮） 板目 33丁裏 楓湖／五島刻

【巻之四】 （農村の日の出） 木口 表紙裏 不同舎／生巧刀
M.25.9.20初版 （秋の風景） 木口 3丁表 生巧刀
M.26.9訂正再版 （秋の虫） 板目 4丁表 N.M／木村刀

（老人と苗木） 板目 5丁表 H.G.（二世芳柳）／弘聞堂刀
（柿と栗） 板目 6丁裏 「橘名」印／江川刀
（猿蟹合戦 1） 板目 8丁表 永興／五島刻
（猿蟹合戦 2） 板目 9丁裏 永興／江川刻
（菊紋と菊花） 木口 11丁表 KIndo

（薬缶など器物／川・湖・
海／雉のいる平原） 木口 13丁裏 月嶺／生巧館

（村／町） 木口 14丁裏 S.NAKAMURA（中村鈼太郎 =
不折）／生巧刀

（稲刈り図） 板目 15丁裏 桂舟画／安井刻
（新嘗祭） 板目 16丁裏 楓湖／江川刀
（飛ぶ雁と男女児） 板目 19丁裏 永興／江川刻
（老人／犬と二人の少年） 木口 20丁裏 CA（浅井忠）／生巧館刀
（小川泰山） 板目 21丁裏 桂舟／木邨刻
（国内外の雪景） 木口 23丁表 桂舟？／生巧館刀
（正月の風俗） 板目 25丁裏 N.M／木邨刀
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帝国読本 タイトル 版技法 掲載箇所 サイン・備考
（かるた遊び） 板目 27丁裏 松亭／江川刀
（梅園） 板目 28丁裏 楓湖／木邨刀
（太宰府） 板目 29丁裏 H.G.（二世芳柳）／五嶋刻
（桃太郎 1） 板目 32丁裏 N.M／木村刀
（桃太郎 2） 板目 34丁表 N.M／江川刀
（春の草花と草摘み） 板目 35丁表 不同舎／木村刀
（種蒔き） 板目 36丁表 「橘名」印／木村刀

【巻之五】 （博物館と少年） 彫刻石版 表紙裏 CA（浅井忠）／金子政次郎刻
M.25.9.20初版 （宮城／日本地図） 板目 1丁裏 H.G.（二世芳柳）／木村刀
M.26.9訂正再版 （畿内地図） 板目 3丁裏

清水／嵐山 木口 5丁表 N.M／生巧館刀
（桶狭間の戦い） 木口 6丁裏 CA（浅井忠）／生巧刀
（森蘭丸） 板目 8丁表 楓湖／木邨刻
（義経と弁慶） 板目 9丁表 桂舟／吉平刻
（茶園／茶製） 板目 10丁裏 桂舟／小倉刀
（綿と麻） 木口 11丁裏 印藤筆／生巧刀
（発芽図） 木口 13丁表 S.O／生巧刀
（清洲城割普請） 板目 15丁裏 H.G.（二世芳柳）／安井刀
（山崎の合戦／豊臣秀吉） 板目 17丁表 H.G.（二世芳柳）／木邨刀
（大坂城／川口） 木口 18丁裏 S.F

（燕） 板目 19丁裏 桂舟画／五嶋刻
（狐と鶴） 板目 21丁表 清親／木邨刻
（子供とやじろべえ） 板目 22丁裏 「橘名」印／安井刀

（スペクトラム／虹） 木口 25丁表 S.N（中村鈼太郎 =不折）／生巧
館刀

（燈火読書図） 板目 28丁裏 楓湖／安井刀
（活版印刷工房） 木口 30丁表 H.G.（二世芳柳）／天葩刀

（紙の材料） 木口 31丁裏 S.N（中村鈼太郎 =不折）／生巧
館刀

（中国地方地図） 板目 32丁裏 江川刀
（名和長年） 板目 33丁裏 N.M／五嶋刻
（毛利元就） 板目 35丁表 蒼湖／五嶋刻
（伊企儺） 板目 35丁裏 CA（浅井忠）／江川刀

【巻之六】 （動物園） 木口 表紙裏 H.G.（二世芳柳）／生巧館刀
M.25.9.20初版 （富士山） 木口 1丁裏 不同舎／生巧刀
M.26.9訂正再版 （富士川合戦） 木口 4丁表 CA（浅井忠）／生巧刀

（源頼朝） 板目 5丁裏 桂舟／五島刻
（中部地方地図） 板目 6丁裏 江川刀
横浜／昔時の横浜 木口 8丁表 N.M／生巧刀
東京市街／昔時ノ江戸 木口 9丁表 N.M／生巧刀
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帝国読本 タイトル 版技法 掲載箇所 サイン・備考
（安倍川原の印地打） 板目 10丁裏 H.G.（二世芳柳）／江川刻
家康公／日光 木口 12丁表 H.G.（二世芳柳）／天葩刀
（清正虎狩） 板目 15丁裏 松亭／安井刀
（養蚕図） 板目 17丁裏 H.G.（二世芳柳）／弘聞堂刀
（製糸場） 木口 19丁表 O.S／生巧刀

（東北～近畿地方地図） 板目
20 丁 裏
～ 21 丁
表

江川刀

（坂上田村麻呂） 板目 21丁裏 松亭／五嶋刻
（源義家） 板目 22丁裏 楓湖／木邨刻
（寒暖計） 板目 25丁表 S.O.／江川刀
（北陸地方地図） 板目 27丁裏 江川刀

（製鉄所） 板目 29丁表 S.N（中村鈼太郎 =不折）／木村
刀

（貨幣／狩猟民族） 木口 30丁裏 FS（二神純幸）／生巧館刀
（労働と勉学） 板目 32丁表 CA（浅井忠）／九皋刀
（湊川合戦） 板目 35丁裏 松亭／五島刻
（楠木正行） 板目 37丁表 楓湖／木村刀

【巻之七】 （神武天皇） 板目 表紙裏 楓湖／五島刻
M.25.9.20初版 （九州全図） 板目 4丁表 江川刀
M.26.9訂正再版 （長崎／島原の乱） 板目 5丁裏 H.G.（二世芳柳）／江川刀

（青木昆陽） 板目 7丁表 清親／安井刀
（源為朝） 板目 8丁裏 CA（浅井忠）／五嶋刻
（浜田弥兵衛） 板目 10丁表 松亭／木邨刀
（山田長政） 板目 12丁表 松亭／江川刀
（精糖／製塩／甘蔗の収穫） 木口 13丁表 FS（二神純幸）／生巧館刀
（紀伊半島と四国図） 板目 14丁表 江川刀
（一ノ谷合戦） 板目 17丁表 松亭／木村刀
（平清盛と重盛） 板目 18丁裏 FS（二神純幸）／木村刀
（村上義光父子） 板目 20丁表 N.M／弘聞堂刀
（製陶業） 板目 21丁裏 CA（浅井忠）／木村刀

（海中図） 木口 24丁表 SN（中村鈼太郎 =不折）／生巧
館刀

（北海道全図） 板目 25丁表 江川刀
（炭鉱断面図） 木口 26丁裏 生巧館刀
（郵便配達夫／飛脚） 板目 35丁表 桂舟／小倉刀
（汽車と汽船） 板目 36丁裏 H.G.（二世芳柳）／安井刀
（女児と雷） 板目 38丁表 H.G.（二世芳柳）／五島刻
（発電図 1） 木口 41丁裏 生巧刀

（発電図 2） 木口 42丁表 ナカムラ画（中村鈼太郎 =不折）
／セイコウトウ
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帝国読本 タイトル 版技法 掲載箇所 サイン・備考
【巻之八】 厳島／松島／天橋立 木口 表紙裏 印藤写／天葩刀
M.25.9.20初版 （素戔嗚尊の大蛇退治） 板目 3丁表 清親／安井刀
M.26.9訂正再版 （日本武尊熊襲退治） 板目 4丁表 CA（浅井忠）／安井刀

（奈良の大仏／大仏殿） 木口 7丁裏 不同舎／生巧刀
（大地震） 木口 10丁表 H.G.（二世芳柳）／生巧館刀
（奥貫友山震災難民を救う） 板目 11丁裏 桂舟／木邨刻
（アリとキリギリス） 板目 13丁表 （浅井忠）／五島刻
（障子を繕う松下禅尼） 板目 15丁裏 （浅井忠）／五島刻
（世界地図／陸地と海洋） 板目 18丁表 G.N.（中村月嶺？）／九皋刀
（北京／長城／中国地図） 板目 19丁裏 月嶺／江川刀
（中国歴代人物像） 板目 21丁裏 CA（浅井忠）／江川刀
（神功皇后の朝鮮出兵） 木口 23丁表 H.G.（二世芳柳）／生巧館刀
（元寇） 板目 25丁裏 蒼湖／五島刻
（豊臣秀吉朝鮮出兵） 木口 27丁表 H.G.（二世芳柳）／生巧刀
（人体内蔵図） 木口 29丁表 H.G.（二世芳柳）／生巧刀
（消化器図） 木口 30丁表 H.G.（二世芳柳）／生巧刀
（仁徳天皇図） 木口 34丁表 FS（二神純幸）／天葩刀
（醍醐天皇脱衣図） 板目 35丁表 N.M／五嶋刻


