
№ 展示資料名 年　　代 作　　者 コレクション・遺跡名 動　物

１ 「名所江戸百景」四ツ谷内藤新宿 安政４年（１８５７） 初代歌川広重 馬

２ 「江戸名所道外尽四十九」内藤しん宿 文久元年（１８６１） 歌川広景 山田一文庫 馬

３ 「流行おばあさんねがいしょうじゅ」 嘉永２年（１８４９） 歌川国芳
馬、牛、猪、狐、鼠、
狸、龍・・・

４ 「三途川老婆－綱ひき－」 嘉永２年（１８４９） 歌川国芳 馬、キツネ

５ 『東京実測図』二幀ノ二 明治２８年（１８９５） 東京市区改正委員会 （競馬場）

６ 「小金原牧狩引揚ノ図」（『千代田之御表』） 明治３０年（１８９７） 楊洲周延 馬

７ 「流鏑馬上覧」（『千代田之御表』） 明治３０年（１８９７） 楊洲周延 馬

８ 流鏑馬絵巻物 江戸時代 馬

９ 「江戸名所百景」高田乃馬場 安政４年（１８５７） 初代歌川広重 馬

１０ 松鷹図 江戸時代中期 伝伊藤若冲 野口家資料 鷹

１１ 「深山猛威」 昭和１９年（１９４４） 野口睡雪 野口家資料 鷹

１２ 鹿土製品 江戸時代 南町遺跡 鹿

１３ 青花蝙蝠宝文瑞反形中皿 清朝（１７５０～７０） 市谷砂土原町三丁目遺跡Ⅲ こうもり

１４ 象形土人形像 江戸時代 仏性寺跡 象

１５ 「江戸名所山王まつり」 安政５年（１８５８） 歌川重宣 象

１６ 山王祭（『江戸名所図会』） 江戸時代 長谷川雪旦 象

１７ 染色　唐獅子 ライオン

１８ こて絵　ライオン像 戦後 池戸庄次郎 ライオン

１９ 稲荷社狐面扁額 明治～大正 野口家資料 キツネ

２０ 臥猪図 大正１２年（１９２３） 野口睡雪 野口家資料 イノシシ

２１ 福寿院の虎 文久元年（１８６１） 歌川芳勝 虎

２２ たばこ入れかざり 江戸時代 虎

２３ 御嶽神社御札 昭和カ 野口家資料 狼

２４ 「猿猴捕月」 昭和カ 野口睡雪 野口家資料 猿

２５ たぬきの置物 たぬき

２６ たぬき型とっくり たぬき

２７ たぬき型とっくり たぬき

２８ 毛皮 たぬき？

２９ こて絵　笹を咥える子犬 戦後 池戸庄次郎 犬

３０ 子犬図 江戸時代 円山応岱、大田南畝賛 犬

３１ 犬張子 犬

３２ 着物（犬張子）　 犬

３３ 犬母子図 昭和９年（１９３４） 野口睡雪 野口家資料 犬

３４ 二兔図 昭和２年（１９２７） 野口睡雪 野口家資料 ウサギ
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３５ うさぎ形香炉 江戸時代 瀬戸美濃 市谷本村町遺跡Ⅱ ウサギ

３６ ソフトビニール人形　リス 戦後 リス

３７ 蚊遣り豚 戦後 ブタ

３８ 蚊遣り豚 江戸時代 四谷二丁目遺跡 ブタ

３９ 棒状蚊取線香 昭和１５年（１９４０）頃 大日本除虫菊株式会社 ニワトリ

４０ こて絵　岩上の２匹の亀 戦後 池戸庄次郎 亀

４１ 印籠 江戸時代 内藤家資料 亀

４２ 竹亀図 江戸時代 狩野義信 野口家資料 亀

４３
「八番組わ　不忍の弁天　岩井粂三郎　いき
た弁天」（『江戸の花名勝絵』）

文久３年（１８６３） 三代歌川豊国 亀

４４ 「白髭明神社」（『江戸名所図会』十五） 江戸時代 長谷川雪旦 亀

４５ こて絵　メジロ 戦後 池戸庄次郎 メジロ

４６ 空の鳥かご （小鳥）

４７ 書「人間万事西行猫」 江戸時代 大田南畝 個人蔵 猫

４８ コレラ錦絵 江戸時代 歌川芳員 犬、虎狼狸

４９ 「見立十二支　寅　神楽坂毘沙門」 明治２６年（１８９３） 楊洲周延 犬、猫

５０ 「子供遊春の賑ひ」 江戸時代 歌川国芳 犬

５１ 犬追物（『千代田之御表』） 明治３０年（１８９７） 楊洲周延 犬、馬

５２ 水滴・犬形 江戸時代 京焼系 南伊賀町遺跡 犬

５３ 水滴・犬形 江戸時代 若宮町遺跡 犬

５４ 『時代鏡』 江戸時代 楊洲周延 犬（狆）

５５ ソフトビニール人形　イヌ 戦後 犬

５６ 「山吹の里」（『江戸名所図会』十二） 江戸時代 長谷川雪旦 犬

５７ 「黒船屋」 大正８年（１９１９） 竹久夢二 黒猫

５８ 「黒猫」 竹久夢二 黒猫

５９ 夏目漱石『吾輩ハ猫デアル』上下（復刻）
明治３８・４０年（１９０
５・１９０７）

大倉書店、服部書店 猫

６０ てぬぐい 戦後 自性院 猫

６１ 『東京自慢名物絵』 明治２９年（１８９６） 豊原国周 猫

６２
「九番組ね　巣鴨氷川下猫又橋　市の川市
蔵　犬村大角」（『江戸の花名勝絵』）

文久３年（１８６３） 三代歌川豊国 化け猫

６３ 「しん板はんじえ　もとの月日」 昭和３年（１９２８） 十二支

６４ 「しん版おもちゃ十二支」 江戸時代カ さしろう 十二支

６５ 昭和８年元旦謹賀新年 昭和８年（１９３３） 酉（ニワトリ）

６６ 「新板鼠の戯」 明治１８年（１８８５） 歌川国利 子（ネズミ）

６７ 赤ベコ 丑（牛）

６８ 虎形水滴 江戸時代 細工町遺跡 寅（トラ）

６９ ウサギ形土製品 江戸時代 市谷仲之町西遺跡Ⅱ 卯（ウサギ）

７０ 色絵団龍文型打四方皿 江戸時代 柿右衛門様式 内藤町遺跡 辰（龍）

７１ 奉納絵 野口家資料 巳（ヘビ）
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７２ 走馬草花文中碗 江戸時代 肥前系 筑土城跡 午（馬）

７３ マッチラベル 昭和時代 未（ヒツジ）

７４ 釣猿形火もらい 不明 江戸在地系・口縁敲打痕 市谷甲良町遺跡 申（サル）

７５ 小坏 江戸時代 中国徳化窯系 内藤町遺跡 酉（ニワトリ）

７６ 犬形水滴 江戸時代 細工町遺跡 戌（イヌ）

７７ 年賀状 昭和４６年 田辺茂一資料 亥（イノシシ）

７８ 縄文人骨（レプリカ） 縄文時代中期～後期 市谷加賀町二丁目遺跡Ⅵ ヒト

７９ 小皿・膨雀形 江戸時代 内藤町遺跡 スズメ

８０ 小皿・舞鶴形 江戸時代 内藤町遺跡 鶴

８１ 五寸皿 江戸時代 内藤町遺跡 鳳凰

８２ 中皿 江戸時代 内藤町遺跡 雲竜

８３ 人形・杵つき兎 江戸時代 内藤町遺跡 ウサギ

８４ 像・貝上猿座像 江戸時代 内藤町遺跡 サル

８５ 大皿 江戸時代 内藤町遺跡 雲竜

８６ 大皿 江戸時代 内藤町遺跡 鯉

８７ 印章・獅子形 江戸時代 内藤町遺跡 ライオン

８８ 掛花生・蝉形 江戸時代 荒木町遺跡Ⅱ セミ

８９ 水差し・摺絵 江戸時代 払方町遺跡 蝶

９０ 大皿・鶴文 江戸時代 払方町遺跡 鶴

９１ 大皿 江戸時代 内藤町遺跡Ⅲ 鳥

９２ 大皿 江戸時代 内藤町遺跡Ⅲ 虎

９３ 人形（陶器・みみずく） 江戸時代 發昌寺跡Ⅱ ミミズク

９４ 鳥形徳利 江戸時代 京焼系 市谷甲良町遺跡 鳥

９５ 象嵌鶴流水草花文大皿 江戸時代 肥前系（唐津） 市谷砂土原三丁目遺跡 鶴

９６ こて絵色紙　鮎 戦後 池戸庄次郎 鮎

９７ 高山家 鯉

９８ 高山家 ザリガニ

９９ 水滴・魚形 江戸時代 瀬戸・美濃系 行元寺跡 魚

１００ 五寸皿・海老文 江戸時代 細工町遺跡 エビ

１０１ 水滴・水鳥形 江戸時代 内藤町遺跡 水鳥

１０２ 像・金魚 江戸時代 市谷仲之町遺跡Ⅱ 金魚

１０３ 貝杓 江戸時代 市谷仲之町遺跡Ⅱ 貝

１０４ 水滴・亀形 江戸時代 市谷仲之町西遺跡Ⅱ 亀

１０５ 土瓶・外面カニ文 江戸時代 荒木町遺跡Ⅱ カニ

１０６ 色絵白泥蟹根付・蛤形 江戸時代 江戸在地系 大京町東遺跡 ハマグリ

１０７ 花生魚形耳（素地）・磁器 江戸時代 三楽園系 水野原遺跡 魚

１０８ 亀形合子蓋（素地）内面上絵付「三楽園製」 江戸時代 三楽園系 水野原遺跡 亀

１０９ 水鳥形合子蓋 江戸時代 三楽園系 水野原遺跡 水鳥

１１０ ソフトビニール人形　クレクレタコラ 戦後 タコ

水もしたたる・・・
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１１１ タコ頭巾（刺子頭巾） 大正～昭和初 四谷惣町睦会 タコ？

１１２ 人魚のミイラ 江戸時代 野口家資料 人魚？

１１３ こて絵　龍 戦後 池戸庄次郎 龍

１１４ ソフトビニール人形（怪獣） 戦後 怪獣各種

１１５ 小泉八雲イラスト 明治８年（１８７５）頃 小泉八雲 八雲ドッグ

１１６ 鳳凰図 昭和初期頃 野口睡雪 野口家資料 鳳凰

１１７ 帯（鳳凰） 昭和カ 鳳凰

１１８ 麒麟麦酒瓶 平成時代 麒麟

１１９ 鬼面瓦
江戸時代（１８～１９世
紀）

信濃町遺跡 鬼

１２０ 新宿区内アニマルマップ

１２１ こて絵道具 戦後 池戸庄次郎

１２２ スケッチブック 戦後 池戸庄次郎 スズメ、ザリガニ

１２３ こて絵下絵（笹を咥える子犬） 戦後 池戸庄次郎 犬

１２４ こて絵　月に狸 戦後 池戸庄次郎 タヌキ

なぞめく魅力

見つけた！新宿アニマル

こて絵のつくり方


