令和 3 年度 大阪府立中之島図書館 特別展

古典籍でみる江戸時代の大坂
(左上)
(左下)
(中央)
(右上)
(右下)

(『摂津名所図会 巻四下』より)「雑喉場」
『[三郷惣会所火消役絵]』
『〔中村歌右衛門 片岡仁左衛門〕』
『泉州堺打物見世之図（大日本物産図会）』
(『河内名所図会 巻六』より)「枚方駅」

日時 令和 3 年 7 月 1 日(木曜日) ▶ 7 月 31 日(土曜日)
9 時～17 時 休館：日曜日、祝日
会場 大阪府立中之島図書館 3 階展示室

入場無料

〒530-0005 大阪市北区中之島 1-2-10
https://www.library.pref.osaka.jp/site/nakato/

大阪府立図書館 twitter:

@osaka_pref_lib

※ ご来場の際は、マスク等を着用いただき、
他のご来場者様との距離を十分確保して
ご覧くださいますよう、ご協力をよろしく
お願いいたします。

お問合せ先： 大阪府立中之島図書館 大阪資料・古典籍課 電話 06-6203-0474（代表）

≪主な展示資料≫
『大阪夏御陣御危難之図』 月岡（大蘇）芳年画 [明治

『〔中村歌右衛門 片岡仁左衛門〕』

初期]

画 (1860 年頃)

枚/441

『［大坂冬陣之図］』

325.2/76

[寿好堂]よし国
枚/549

『出定後語』 富永仲基著 松村九兵衛 文化年間

『大阪城古図[大阪城普請丁場割之図]』 大正二年
(1913 年)(原図：元和六年(1620 年))

378/190

『大坂武鑑 延享』 (「延享二年より」)(1745 年)
354.5/104
『[御役録]』 神崎屋利右衛門 文化十三年(1816 年)
354.5/346

130/60
『七経彫題略』 中井積徳(履軒)

183.1/46

『虎狼痢治準』 緒方洪庵訳 秋田屋太右衛門等 安政
四年(1857 年)

671/34

『大坂奇珍泊』 不識演客編
『古今貨幣図説』 草間直方著

328/6
朝日 515/1

『大阪御城代町奉行等名鑑 嘉永六年』 神崎屋金四郎

『五畿内大水図』 慶応四年(1868 年)

嘉永六年(1853 年)

『大地震両川口津浪記』 安政二年（1855 年）

354.5/128

『浪花持丸長者鑑』 文政十二年(1829 年) に 1/811

枚/369
328/350

『萬代大坂町鑑』 小川愛直編 柏原屋清右衛門 宝暦

『大阪大火之図』 文久三年(1863 年)

六年(1756 年)

『淀川両岸一覧』 暁晴翁著 松川半山画 河内屋喜兵

378/160

枚/135

『摂津名所図会 巻四』 秋里湘夕(籬島)著 森本太助

衛 文久元年(1861 年)

寛政八・十年(1796・1798 年)

『和漢舩用集』 金澤兼光 称觥堂等 明和三年(1766

378/26/(5)ほか

『米穀売買出世車』 藤屋弥兵衛 宝暦八年(1758 年)
546.4/2

年)

378/50
760/2/(2)

『大川便覧』 高嶋春松画 竹原好兵衛 松隺堂蔵版

道修町文書より『家持借家人別改判形帳』 元禄十六年

天保十四年(1843 年)

から明治四年(1703-1871 年)ほか 328/102 ほか

『洗心洞箚記』 大塩後素(中齋)著 中川勘助

『浪華名所独案内』 友鳴松旭画 石川屋和助 枚 161

378/54/(2)
朝日 186/6

『海川諸魚掌中市鑒』 靑苔園著 高嶋春松画 天保八

『[三郷惣会所火消役絵]』

年(1837 年)

『製油録』 大蔵永常著 岡田群玉堂等 天保七年

朝日654/1

枚/17

『浪華の賑ひ』 雉鳴舎暁晴翁編 吉野家甚兵衛等 安

(1836 年)

政二年(1855 年)

『[河内国]木綿ヲ摘採ル圖 （大日本物産図会）』

378/144

775/2

『 街廼噂 巻 5 』 平亭銀雞著 文金堂 天保六年

川広重(三世)画 明治

(1835 年)

『綿圃要務』

378/456

大和銀 177

大蔵永常 丁子屋平兵衛等 天保四年

『四天王寺伽藍図』 竹原信繫(春朝斎)画 河内屋太助

(1833 年)

寛政二年(1790 年)

『河内名所図会 巻五ほか』 秋里湘夕(籬島)

136/188

『天保山名所図会』 暁鐘成編並画 河内屋喜兵衛等
天保六年(1835 年)

378/152

歌

829/6
378/20/(2)

『五畿内産物図会 河内の部』 大原東野著 河内屋太

「浪華料理屋家号附録」(『楽しみさうし 参』より) 綿谷

助 文化十年(1813 年)

喜兵衛著 綿谷喜兵衛等

『農業余話』 小西篤好 小西藤右衛門 文政十一年

045/192

『浪華松野尾茶店之図引札』 松亭画 藤本定七郎
378/508

(1827 年)

802/4
大和銀 224

(『和泉名所図会 巻一ほか』 秋里湘夕(籬島)著 小

「浪華橋々繁栄見立相撲」(『[大阪各種見立番附]』よ

川多左衛門 寛政八年(1796 年)

り) 塩屋喜兵衛 [天保]

『泉州堺打物見世之図（大日本物産図会）』 歌川広重

027/10

378/14/(2)

『国姓爺合戦』 近松門左衛門 山本九兵衛・山本九右

(三世)画 明治

衛門 正徳五年演(1715 年)

「〔将軍天保山入港〕」 五雲亭貞秀 元治元年(1864

朝日 251/80

『竹豊故事』 浪速散人一楽著 河内屋 宝暦六年序
(1756 年)

976/8

年)

大和銀 179
枚/550

