
314 徳田秋聲  愛子叢書第三編　めぐりあひ

       初版 竹久夢二装 挿絵 16 図 蔵印 裏の
    見返し欠 カバ－（夢二装・傷ミ）
    19 × 12.8 実業之日本社 大正 2年
    (1913)                     45,000 円

315 竹久夢二

    夢二エデホン 
     初版 シミ 
   22.4 × 15 岡本書店        
   大正 3年 (1914)
             15,000 円

316 竹久夢二  絵入小唄集　三味線草

      初版 木版挿絵 7図（少シミ）  帙（木版装） 本・帙
   共に溝部分傷ミ 一部補修 背ヤケ 蔵印 17.5×11.5 
   新潮社 大正 4年 (1915)                   45,000 円

317 竹久夢二  絵入歌集

       初版 木版挿絵 1枚 歌 100 首（対向頁に夢二挿絵） 
    少シミ 蔵印 箱（木版装・少擦レ） 18.5×11.7 
    植竹書院 大正 4年 (1915)            12,000 円

313 竹久夢二  詩画集　昼夜帯
       初版 図版 77 図 天金装 蔵印 箱（蔵印・
    汚レ・傷ミ） 21.5 × 15.5 洛陽堂
    大正 2年 (1913)             10,000 円

318 竹久夢二  草の実

      木版挿絵 3枚＋中表紙 少シミ 初版
    蔵印 経年シミ のど傷ミ  17 × 11.5
    実業之日本社 大正 4年 (1915) 15,000 円 319 竹久夢二  絵入詩集　  

    小夜曲（セレナーデ） 
       モノクロ図版 16 図 初版    
    三方金 ビロード装
    恩地孝四郎装 背少ヤケ 
    蔵印 16.8 × 10 新潮社 
    大正 4年 (1915)
                  8,000 円

320 竹久夢二 絵入詩集　

    ねむの木
       初版 挿絵 14 図＋中
    表紙 少ヤケ 背傷ミ
    蔵印  16.5 × 12.5
    実業之日本社
    大正 5年 (1916)
                20,000 円

321 竹久夢二  夜の露台

       初版 色刷挿絵 6図 木版装
   （表紙・見返し） 帙（布装）
    17.5 × 11.3 千章館
    大正 5年 (1916) 45,000 円
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323 近松秋江 情話新集

  （1）　葛城太夫
    初版 竹久夢二木版装 
   蔵印 15.5 × 11
   新潮社 大正 5
   (1916)    8,000 円

322 吉井勇  歌集　明眸行

       初版 竹久夢二木版装 蔵印 箱（木版装・少シミ）
    16 × 11.2 天弦堂書房 大正 5年 (1916)    60,000 円

325 竹久夢二  絵入歌集　暮笛

       再版 木版挿絵 2枚 挿絵多数 蔵印 帙（木版装）
    18.5 × 11.7 三陽堂書店 大正 5年 (1916)    25,000 円

330 竹久夢二  絵入小唄集　春の鳥

       初版 木版挿絵 5枚 木版装 蔵印 傷ミ 16.5×11.5
    雲泉堂書店 大正 6年 (1917)                      80,000 円

331 吉井勇  西鶴物語　一代女

       再版 竹久夢二装 表紙絹本 シミ 
    頁折レ 箱（傷ミ・コワレ・シミ） 
    16 × 11.2 春陽堂 大正 7
    (1918)                 8,000円

324 長田幹彦 情話新集

   （2） 舞妓姿
      重版 竹久夢二木版装
    表紙汚レ
    背・耳傷ミ 新潮社
    大正 7年 (1918)
              5,000 円

326 竹久夢二 絵入詩集　夢のふるさと 
木版挿絵 11 枚 初版 蔵印 裏表紙汚レ 18.7×
12.3 新潮社 大正 8年 (1919) 80,000  円

329 竹久夢二  歌時計

      初版 木版挿絵 1枚 蔵印 箱（裏表紙少傷ミ）
    19 × 13.5 春陽堂 大正 8年 (1919)    15,000 円

327 岡本綺堂 情話新集

   （7）　箕輪心中
       重版 竹久夢二木版装 
     表紙シミ・汚レ 背傷ミ・
     一部欠 補修有
　　 15.7 × 11 新潮社
     大正 9年 (1920) 5,000 円

328 田村俊子 情話新集

   （9）お七吉三 お松彦三         
        初版 竹久夢二木版装
     蔵印 少傷ミ
     15.5 × 11 新潮社
     大正 5年 (1916)
               10,000 円
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332 竹久夢二  絵入情歌　露地の細道

      初版 木版挿絵 11 枚 木版装 蔵印 箱（木版装・少擦レ）
   18 × 10.5 春陽堂 大正 8年 (1919)                     60,000 円

335 竹久夢二 絵入歌集　山へよする

       初版 木版挿絵 5枚 挿絵多数 木版装 蔵印 カバー（木版装・少切レ）
    16 × 11 新潮社 大正 8年 (1919)                                80,000 円

333 柳原白蓮 歌集　幻の華

      初版 竹久夢二装 中表紙木版
    蔵印 箱（背の題箋少傷ミ）
   18.8 × 12 新潮社 大正 8年
   (1919)               10,000 円

336 竹久夢二 抒情小詩　青い小径

       初版 天金装 蔵印 箱（少シミ）  
    14 × 10.5 尚文堂書店 大正 10 年
    (1921)                 10,000 円

338 国粋　第 2巻第 7号
    竹久夢二木版装・木版挿絵
   「博多小女郎」他 蔵印 傷ミ 
    18.5 × 12 国粋出版社
    大正 10 年 (1921)    15,000 円

337 藤澤衛彦 小唄傳説集

      再版 竹久夢二木版挿絵 2枚 箱 
   （夢二装・蔵印・傷ミ・背ヤケ） 
    18.5 × 9.7 実業之日本社
    大正 10 年 (1921)      6,000 円

339 国粋　第 2巻第 6号
    竹久夢二木版装・木版挿絵「梅川
    忠兵衛」 木版挿絵：石井柏亭「木
    場風景」他 傷ミ 18.5 × 12 
    国粋出版社 大正 10 年 (1921)
                          8,000 円

340 国粋　第 2巻第 8号
    竹久夢二木版装 木版挿絵：丸山晩
     霞「高山植物」他 冠水シミ 傷ミ
　　 表紙贈呈印 18.5 × 12 国粋出版社
     大正 10 年 (1921)      5,000 円

334 竹久夢二 夢二画手本

   （4）　クレィヨン練習帖 
      初版 表・裏表紙シミ・  
    汚レ・傷ミ 表紙外レ
   テープ補修 22 × 15
   岡村書店 大正 12 年
   (1923)       20,000 円
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341 竹久夢二 日本童謡集

　  あやとりかけとり 
      再版 木版挿絵 1枚
    木版装 蔵印 傷ミ 全体に
    ヤケ 頁外レ（セロテープ
    補修跡） コワレ
   19 × 13 春陽堂 大正 12 年
   (1923)          5,000 円

342 竹久夢二

    夢二画集（縮刷）        
        初版 凸版装 背傷ミ・
    上部欠損 製本綴ジ緩み 
    15.6 × 11 若月書店
    大正 13 年 (1924)
                8,000 円

347 竹久夢二 婦人絵暦

    十二ヶ月　愛の総勘定 
       木版 婦人グラフ第 1巻
    第 8 号挿絵 版画のみ 
    24.8 × 11.3 大正 13
    (1924)      20,000 円

343 竹久夢二  童謡　凧

       初版 カット多数 箱欠 
    20.5 × 15.5 研究社
    大正 15 年 (1926)
                 5,000 円

349 成田爲三
    世界唱歌名曲 英国（上巻）
    初版 竹久夢二装 経年シミ・
    汚レ 表紙糊シミ カバー（傷
    ミ・破レ） 昭文社
   大正 15 年 (1926)  12,000 円

346 竹久夢二  籐いす

      木版 婦人グラフ第 3巻第 6
   号表紙 シワ 少点シミ
   表紙のみ 傷ミ 18 × 19.7
   大正 15 年 (1926)  30,000 円

345 竹久夢二  雪の夜の伝説

       木版 婦人グラフ第 3巻第 12 号口絵 
    版画のみ 22 × 16.5 大正 15 年 (1926)
                            100,000 円

344 菱山衡平 家庭科学大系

    （37）　染色の理論と実際 
        非売品 竹久夢二装
     背傷ミ・ヤケ
     19 × 13.5
     文化生活研究会
     昭和 2年 (1927)
               4,000 円

350 竹久夢二
    シンフォニー新作楽譜　ふるさと 
    夢二作詩 弘田龍太郎作曲
    左角傷ミ 少ヤケ 30.2 × 22.5 
    シンフォニー楽譜出版社
    昭和 2年 (1927)       8,000 円

348 竹久夢二  楽譜　母

       夢二作詩・装丁 川松耕輔作曲
    折レ シワ 22 × 13.5     8,000 円
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355 竹久夢二　木版封筒

　　7 図柄 8点 柳屋版 芸艸堂版 1 点シミ 大正期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000 円

354 竹久夢二

    子供之友新年附録 お伽の国めぐり
    　野邊地天馬案 シミ 折目部分所々切レ
　　傷ミ 79 × 55 婦人之友社 昭和元年
　　(1926)　　　　　　　　　 130,000 円

351 竹久夢二  春のおくりもの

       初版 木版中表紙・挿絵 1枚
    木版装（見返し含） 18.5 × 13
    春陽堂 昭和 3年 (1928)     12,000 円

352 書窓　第 3巻第 3号
　　夢二追憶特輯 
　　恩地孝四郎編 表紙に
　　蔵印 傷ミ 23 × 16 
　　アオイ書房 昭和 11 年
　　(1936)　　　8,000 円

353 竹久夢二

　　遺録　夢二外遊記
　　長田幹雄編 限 200
　　非売品 蔵印 カバー
　　（点シミ） 26 × 19 
　　日本愛書会
　　昭和 20 年 (1945)
　　　　　　　　8,000 円

356 土屋文明　自筆草稿

　　ペン書 200 字 20 枚 製本済 ※短歌の評論 　30,000 円

359 中川一政

    椅子に坐る女      
      木版 高見澤版
    40 × 27.3 昭和期
               25,000 円

357 永礼資朗　紅楓

　　木版 第 6回日本版画展入選 専用台紙
　　に上部貼付 23 × 29.8 昭和 12
　　(1937)　　　　　　　　　　35,000 円

358 中川伊作　琉球の女
　 木版 サイン 43 × 31.5
 （紙寸） 昭和期  20,000 円
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365 永瀬義郎　かんき

　　木版 金摺 サイン 端部少切レ 台紙
　　に左角 1ヶ所貼付 39 × 50.5（紙寸） 
　　昭和 32 年 (1957)　　　　50,000 円

360 永瀬義郎  東洋の旅（1）　上海所見

       木版 サイン 台紙に貼付 共タトウ
   （傷ミ） 30.5 × 22.5 昭和 4年 (1929)
    　　　　　　　　　　　　　100,000 円

363 永瀬義郎　東洋の旅（4）

　　シバの踊り（インド回想）
　　木版 サイン 台紙に貼付 共タトウ
　　（傷ミ） 31.2 × 22.5 昭和 5年 (1930)
　　　　　　　　　　　　　　　100,000 円

361 永瀬義郎　東洋の旅（2）　香港夜景

　　木版 サイン 台紙に貼付 共タトウ（傷ミ）
　　22 × 28.7 昭和 5年 (1930)　　　　　100,000 円

364 永瀬義郎　東洋の旅（5）　蘇士（スエズ）の日没

　　木版 サイン 台紙に貼付 共タトウ（傷ミ）
　　19.8 × 28.8 昭和 5年 (1930)　　　　100,000 円

362 永瀬義郎　東洋の旅（3）

　　馬来（マレーシア）美人図
　　木版 サイン 台紙に貼付 共タトウ（傷ミ）
　　31× 22 昭和 5年 (1930)　　　100,000 円

366 永瀬義郎　花

　　木版 サイン 台紙に貼付 
　　※渡欧出発記念・前年帝
　　展出品作 34.2 × 21
　　昭和 3年 (1928)　50,000 円
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372 永井一正 作品

      木版 2 枚 限 100 サイン 38×26
    昭和 57 年 (1982)         15,000 円

373 永井一正　作品

　　レリーフプリント
　　限 10 サイン
　　裏面テープ跡
　　54.5 × 38（紙寸）
　　昭和 44 年 (1969)
　　　　　　　25,000 円

374 永井一正　作品

　　レリーフプリント
    限 20 サイン
    裏面テープ跡
    54 × 37.5（紙寸）
    昭和 45(1970)
                20,000 円

375 永井一正 作品

      レリーフプリント 限 35
   サイン 37 × 37（紙寸）
   昭和 50 年 (1975) 15,000 円 

376 中村直人 山西省馬頭嶺

       彩色 パステル 紙 サイン 
    折レ シワ 46 × 35
    昭和 12 年 (1937)
                   15,000 円

377 名取春仙 博多小女郎浪枕

       木版 44.5 × 29 昭和 16 年
    (1941)          30,000 円

367 永瀬義郎

　　スペインの踊り子 
　　孔版 限 50 サイン 
　　39.7 × 30.6
　　昭和 50 年 (1975)
　　　　　　　10,000 円

368 永瀬義郎　神秘の世界（B) 
　　孔版 限 30 サイン
　　35.2 × 26.7 昭和 51 年
　　(1976)　　　　8,000 円

369 永瀬義郎　祭壇の処女
　　孔版 限 50 サイン
　　マージン極少シミ
　　42 × 32 昭和期
　　　　　　　　10,000 円

370 永瀬義郎　NP73 
　　孔版 限 50 サイン
　　47.7 × 32.5 昭和期
　　　　　　　10,000 円

371 永瀬義郎　白秋追想

　　孔版 限 50 サイン 27 × 35.2
　　昭和 50 年 (1975)　　　　8,000 円
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379 中西義男 妙高山麓スキー遊楽図・田口附近学童嬉戯の態・
    諏訪湖畔嬉戯図（スケート）・諏訪湖畔休所（スケート）・
    諏訪湖上全景（スケート）
       木版 5 枚 中折レ シワ 26×35.5 昭和期        100,000 円

378 中田幾久治 作品

       銅版 4 枚 各サイン マージン少傷ミ・テープ跡 「マニラ風景」 マットヤケ 端部紙テープ
　　29 × 39 ／ 29 × 39 ／ 39 × 29 ／ 23.5×32.5 昭和期　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,000 円

380 楢崎栄昭

    美洲相馬ヶ原
       木版 別号：扶陽
    38 × 16.5  昭和期
　           45,000 円

383 西山英雄 吉野熊野国立公園 
       木版 限 200 芸艸堂版
    25 × 37.5 昭和 35 年 (1960)
                       8,000 円

381 ノエル・ヌエット 神楽坂

     木版 土井版 36.2 × 24.2 
   昭和 12 年 (1937) 45,000 円

384 根本霞外 作品

       木版 シミ 端部折レ
   43 × 32（紙寸）昭和期
                20,000 円

382 春芳 雪の増上寺

       木版 馬場信彦版 25.5 × 39.5
　　昭和 29 年 (1954)　　　　　35,000 円

385 長谷川勝三郎

    気象台風景
      木版 「版画」（2）より 
    台紙に上部貼付 マージン
    左下角折レ 21 × 14.4
    昭和 4年 (1929)
                  12,000 円
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387 橋本興家  花と魚

       木版 限 50 サイン マージン右角
    に保存用書込 39.5 × 54.5
    昭和 33 年 (1958)       45,000 円

388 橋本興家  備前門（姫路城）

       木版 サイン 左下角切レ補修
    全体に薄いシミ 裏面テープ跡
    37 × 50.5 昭和 55 年 (1980)
                          40,000 円

392 橋本興家  少女

      木版 サイン マージン少シ
    ワ・赤鉛筆で印 43 × 35 
   昭和 11 年 (1936)  25,000 円

390 橋本興家  古城松山

      木版 2 枚続 限 5 サイン シミ
    各 55.5 × 33.5 昭和 18 年 (1943)
                             60,000 円

391 橋本興家  バラと母子

      木版 限 30 の No.1 サイン
    薄いシミ 39.5 × 54.5
    昭和 31 年 (1956)     30,000 円

389 橋本興家  鉢とひょうたん

       木版 サイン 39.5 × 39.5
    昭和 31 年 (1956)   20,000 円

386 長谷川利行 自筆画賛　秋草の花

        2 枚 墨 紙 サイン 利行の会鑑定書 綴ジ穴 薄いヤケ 角傷ミ 24×18 昭和期         200,000 円
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394 橋口五葉  かざしの花

     木版 裏面に毛筆でタイトル・サイン
   ※「新小説」20 年 6 巻口絵 18.1 × 10.5
   大正 4年 (1915)                  100,000 円

396 橋口五葉  爪を切る女他

       木版 2 枚 「爪を切る女」私家版 前田謙太郎彫 少マットヤケ 
　　シミ ※五葉の急逝により、残された下絵を橋口康雄監修のも
    と制作 38.7 × 26.6 昭和 25 年頃 (C1950) ／「作品 」シミ
　　少傷ミ 23.5 × 33 ／ガリ版摺五葉略歴　　　　　　100,000 円

397 橋口五葉  夕暮
    木版 全体に経年の薄いシミ 「現代画集」
    卯月の巻に所収 画集は経年傷ミ
    10.7 × 16.6 春陽堂 明治 44 年 (1911)
                               45,000 円

395 橋口五葉  温泉場

      木版 マージン下部少シミ 
    ※「新小説」（大正 3年 8月）
    の口絵 18.2 × 12.2
    大正 3年 (1914)  25,000 円

393 橋口五葉  盆持てる女

      木版 雲母摺 マージン少汚レ
    38.3 × 25.3 大正 9年 (1920)
                     280,000 円
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