
索引（あ）　1

あ

愛国公党　　101
愛国社　　101
相対勧化　　213, 214
あひの狂言　　378
相の山（相山，会山）　　20, 21, 146, 

147, 205, 275, 図20
相の山の物貰い　　20
白馬（あおうま）の節会　　180, 403
青木一座　　28
青竹斬り　　22, 252, 図22
青本黒本　　171
青山善光寺　　291, 図291
閼伽桶　　282, 283, 297, 298, 333
皸（赤ぎれ）　　79, 189, 191, 341
赤坂亀　　22, 図23
赤坂黒鍬谷　　23
赤胴鈴之助　　134
赤旗事件　　117
赤本　　171
赤松清竜軒　　297
赤松法印　　195
秋月の乱　　101
秋姫　　32
秋山平十郎　　64, 65, 66, 300
秋山平十郎活人形　　65
諦めろ節　　382
商人帖（あきんどちょう）頭衆
　　154
悪魔払い　　223
吾鞍川　　232
アコーディオン　　350
安積澹泊（あさかたんぱく）　　61
麻衣の装束　　290
浅草一区～七区　　27
浅草奥山　　24, 300, 341
浅草オペラ　　27
浅草紙　　152

浅草観音堂前　　31
浅草公園　　27, 29, 31, 256
浅草田圃　　27
浅草花屋敷　　29
浅草パノラマ館　　図395
浅草広小路　　400
浅草見附橋門　　509
浅草名物 小唄　　26
浅草名物 楊枝見世「柳屋お藤」
　　31
浅草門跡　　194
朝倉無声　　365
浅妻舟　　419
朝寝房夢楽　　389
麻の実　　355
旭館　　28
朝比奈三郎　　66
朝比奈の人形　　63
足芸　　451, 453
足駄　　199
愛鷹（あしたか）山　　254
啞蟬坊　→添田亞蟬坊
熱田方　　290
熱田神宮（社）　　231, 290
あづま上り　　176
熱湯（あつゆ）　　33
熱湯に入りて熱からぬ術　　33, 図

33
アニメの元祖　　91
油絵の覗きからくり　　66
安倍晴明　　324
阿呆陀羅経（アホダラキョウ）
　　34, 415, 431, 図34, 37
阿呆陀羅木魚　　34, 35, 41, 415
海女　　304
あまいだ飴（念仏飴）　　41, 図41
甘茶　　339
天野八郎　　79
編（み）笠　　201, 202, 271, 348, 349, 

430, 436, 498
編み笠茶屋　　341
編（み）竹　　205, 206, 308, 図307
編竹歌　　308
阿弥陀聖　　369
飴売り　　291, 図183, 291
飴売り競演　　39
飴売（り）土平　　39, 401
飴こ買いな　　40, 41, 図41
飴細工　　43, 44, 45, 303, 図43, 44, 

303
飴（の）曲吹き　　44, 図44
文（あや）織り（綾織り）後に綾取り
　　45
文織り・綾織り　　45, 325, 326, 329, 

図45
文竹（綾竹）　　45, 46
操（り）　　46, 29, 99, 132, 204, 365, 

366
操り芝居　　63, 133, 378
操り（綾釣）人形　　29, 48, 130, 133, 

320, 365, 475, 図29
綾取（り）　　45, 46, 177, 198, 204, 

329, 366
あやめの前　　33
嵐音八　　286
荒御魂社　　532
あらら仙人　　283
ありやりんと　　48, 図48
淡路島　　131
淡島　　51, 図50
淡島様（願人）　　50, 52
淡島堂（殿）　　51
淡島明神　　50
阿波木偶箱廻し　　99
粟餅の曲舂（つき）　　53, 453, 図54
粟餅屋　　54, 82, 図53
安珍　　55, 図55
行灯　　90, 136, 333

索　　引

・本文中の見出し項目、本文中の語句、挿絵、の３種を採録し、見出
し項目は太字で示した。

・索引項目内の該当ページの記載順は、見出し項目（太字）、本文中の語
句、挿絵（「図」と標記）の順にした。なお、見出し項目の本文中に同
一の語句がある場合は、そのページは省略した。

・索引項目は、同義語を一つにまとめ、語句表記の違いは（　）で付記し
たが、引用史料などの表現の違いもあって、必ずしも全ての表現を付
記したものではない。読みにくい語句についても（　）で付記した。

・参照項目は→で示した。



索引（え～お）　32　索引（あ～え）

行灯易者　　94, 324, 517
按摩　　55, 図55
按摩と蕎麦屋　　図56
安楽庵策伝　　388

い

居合太刀　　59
居合抜き　　58, 13, 31, 143, 151, 
　　203, 398, 405, 439, 440, 図31, 58, 

59
家元制度　　143
鋳掛師　　60, 199, 図60
いかもの金　　476
活（生）人形（偶人）　　60, 27, 29, 30, 

300, 505, 図30, 60
活人形見世物　　63, 65
生玉　　331
生玉神社　　53, 388
いくだまや正六　　53
生ける生首　　67, 図67, 68
石川曲峯　　105, 106, 379
石田一松　　380, 382
石立の術（不動の金縛りの術）
　　70, 図70
石堂丸　　220
石を水に浮せ　　454
維新政府　　14
伊豆の大睾（金）玉　　110, 図111
出雲阿国　　178
伊勢　　155, 289, 331
伊勢方　　290
伊勢参宮　　20
伊勢太神楽　　231
伊勢大神宮（神宮，天照皇大神宮）
　　71, 231, 290, 図71
伊勢参りの柄杓　　20, 図21
板垣退助　　101, 102
いたかといちこ　　72
いたこ（イタコ・いちこ・市子）
　　72, 123, 124, 187, 図72
鼬（いたち）　　132　→大鼬
板鑢（やすり）　　339
市　　12
市川團十郎　　64, 77, 233, 300
いちこ　→いたこ
一声（いちこえ）　　322
市聖　　369
一谷節（いちのやぶし）　　289
一富士　　254
市松人形　　30
市村座　　26
銀杏娘　　31, 33, 136, 137, 398
一家七人殺し　　376
居付仁義（いつきじんぎ）　　519
一中節　　243, 244, 246, 247, 301

一朝軒　　210
一八　　360
一筆龍　　72, 250, 図72
一服一銭　　315, 図315
一本歯の足駄　　204
糸操（り）　　365, 366
伊東深水　　26, 29
糸絡繰　　366
糸遣い人形　　366
火炉（いどり）　　493
稲荷様　　73
井上円了　　157, 158, 159
伊吹山　　150, 394
異物志　　192
いら申（ざる）　　84, 86, 図83
入歯歯技師　　203, 204
色粉　　139, 140
色物　　388
岩おこし　　41
陰影法　　371
因果応報　　94
インキ薬　　340
インキ消し　　73, 252
印刷紙　　340
インチキ　　12
インチキ見世物　　74, 176
院内銀山　　399
陰陽　　289
陰陽五行説　　270

う

ヴァイオリン　→バイオリン
外郎（うひろう）　　77, 図77
植木屋　　62
上索　　12, 154
上野　　78
上野公園　　383
上野戦争　　79
上野パノラマ館　　397
上野広小路　　80
上野山下（広小路・下野（谷））　　78, 
　　26, 81, 383, 図78
倉稲魂（うがのみたま）　　73
浮かれ（ウカレ）節　　36, 221, 321
浮女（うかれめ）　　197
浮絵　　153, 371, 372
浮世絵師　　155
浮世十二支　　82, 図82
受重身（うけみ）　　12
鼹鼠（うごろもち）　　178
うさぎの婆　　87, 図87
宇治　　237
艮（丑寅）　　78
歌（壮士節）　　102
謡（うたひ）　　227, 248

謡いうたい　　87, 図87
歌板　　497
歌川豊国　　82, 84
歌祭文　　34, 35, 220, 319, 320, 321
歌浄瑠璃　　318
歌念仏　　87, 387, 図87
歌（唄）比丘尼　　88, 192, 194, 197, 

図88, 192, 193
歌本　　350, 379, 501
歌物語　　153
内田周平　　157, 159
団扇　　351
美しき天然　　115
写し絵（錦影絵）と紙芝居・映画
　　90, 334, 379, 451, 図90
空五倍子（うつふし）色　　33
烏亭焉馬　　388
腕剛　　91, 図91
饂飩（うどん）　　358, 図287
饂飩そば切　　287
鰻屋　　82
采女が原　　496
優婆夷　　109
姥が森　　532
優婆塞　　109
うばら（姥等）　　92, 図92
馬の沓　　317
馬の守護神　　223
馬の古沓　　293
馬ひじり　　209
厩（うまや）　→御厩（みうまや）
海蛇　　453
梅木　　272, 図272
梅坊主　　17, 37
梅升　　154, 182, 299
ウラツ・焼占・辻占　　92
占の辻　　324
盂蘭盆　　289
売り比丘尼（うりびくに）　　89
売り物を持ちて立ち　　474
閏月　　447
ウルトラ長井兵助　→長井兵助
売る話術　　163
うんどん　　358

え

映画　　90
英会話速習術　→ゴエイ
映写機　　91
江川の玉乗り　　28
絵看板　　375, 455
易者　　94, 324, 図94
エキマン鏡　　90, 91
江口　　196
廻向文　　369

絵暦　　447, 図447
江沢竹二郎　　127
絵師　　455
江島栄次郎　　67
絵双六　　342
エスペラント語　　520
穢多頭　　15, 224
穢多非人　　413
越後獅子　　134
エックス　→レントゲン
越中富山のアンポンタン　　186
江藤新平　　101
江戸鹿子　　358, 359
絵解き　　94, 88, 112, 192
絵解地獄極楽　　95, 図95
絵解き比丘尼　　193
江戸牛頭天王祭　　528
江戸小咄　　388
江戸小平太　　363
江戸祭文　　318
江戸三座　　26, 171
江戸浄瑠璃　　97
江戸神社　　528
江戸太神楽　　290
江戸っ子　　374
江戸の鳥追い　　349
干支の判定　　図162
江戸万歳（才）　　99, 204, 444, 図99
江戸水茶屋茶棚　　図316
荏原神社　　531
夷舞と夷（恵比寿）舞（えびすまわし

とえびすまい）　　99
夷舞　　131, 364, 図99, 100
夷舞（えびすまわし）　　99, 100, 
　　131, 366, 図130
海老茶式部堕落の巻　　106, 379, 
　　380
烏帽子　　89, 290
絵本江戸土産　　362
絵本御伽品鑑（おとぎしなかがみ）
　　360
絵本家賀御伽（かがみとぎ）　　153
エロイゼッテ　　157, 159
演歌（自由民権運動から演歌へ）
　　101, 350, 501
演会部長　　502
縁覚界　　516
演歌師　　114, 239, 350, 379, 380, 
　　501
演歌スタイル　　107
演歌壮士　　127, 128
円形計算器　　162, 196
演劇場　　27
えんこう（猿猴）　　142
円座　　312

冤罪事件　　116
塩酸　　184
円乗寺　　122
演説会　　102
園太郎の喇叭吹き　　144
炎帝神農　　12, 258, 490　→神農
円筒型蓄音機　　129　→蓄音機
円筒式レコード　　129
　　→レコード
縁日　　12, 31, 326, 329, 330, 374, 
　　476
役小角（行者）　　488, 489
閻魔　　268, 289
閻魔大王　　95, 207, 268
閻魔の庁　　95
圓遊のステテコ　　144
延暦寺　　79, 223

お

おいちにの薬売り　　108, 151, 
　　図108
おひづる　　219
お稲荷さんの御利生　　図409
花魁　→乞食（こじき）の花魁
扇箱　　109
扇箱（払扇箱）買い　　109, 図109
往生要集　　94
王政復古　　529
御優婆勧進　　109, 図109
鸚鵡　　454
大あなご　　76, 図75
大石眼龍斎吉弘　　63
大鼬（いたち）　　75, 447, 図75
大江忠兵衛　　63
大江山　　176, 177
大岡越前守　　12, 13, 14, 46, 154, 
　　201, 417, 440
大女　　64
大かいる　　177
おおかみ（狼）娘　　76, 447, 図76
大からくり　　371, 372
大金玉　　110, 図110, 111
大国主命　　286　→大己貴命
大坂下り　　64
大坂天満　　457
大薩摩節　　247　→薩摩節
大ざる小ざる（大猿小猿）　　76, 
　　447, 図76
大芝居　　181
おおじめ（大〆・大締・締師）　　112
大ジメ（締・〆）　　112, 162, 330, 
　　480, 506, 図112
大ジメ（締・〆）師　　112, 113, 114, 
　　160, 162, 168, 249, 330, 433, 506, 

507

大杉栄　　116
大象の作り物　　64
大太鼓　　290
大高市　　15
大田蜀山人　　23
大鷲神社　→花又大鷲大明神
大長持　　290
大己貴命（大穴牟遅命）　　51, 490, 

532
大入道　　333, 図333
大原寂光院　　122
大原神社　→大原（おばら）神社
大平盛り　　358, 360, 363
太御神楽　　290
大晦日　　92
大物主命　　217
大門（おおもん）（吉原）　　341
おかげまり（お陰参り）　　20, 71
岡崎女郎　　289
岡田新内　　256
岡場所　　135
岡本万作　　388
小川門太夫　　224
御休息所　　316
阿国歌舞伎　　227
奥宮健之（けんし）　　127
奥山　　24, 27, 384
奥山後堂　　341
奥山閣　　29
奥山伝次　　62, 182, 298
小栗判官　　220, 274
桶のたがえ（環替）　　114
お駒飴（売り）　　41, 図41
お作さん　　264, 265
男三郎の歌　　114, 117, 図115
納め鶏　　31
御師（御司）　　231, 289, 290
お辞儀百万両　　422
お獅々廻し　　232
お地蔵様の子　　95
お七　→おひち（お七）
お七風邪　　374
お七の菩提　　123
和尚 今日　　118, 図118
お杉お玉　　21, 146, 205, 図21
阿山（おせん）　　32
恐山　　124, 126
小田原外郎　　492, 図77
オチニの薬屋　→おいちにの薬売り
お千代人形　　119
お千代船　　119, 図119, 419
小角　→役（えんの）小角
おででこ芝居　　77
おどけ開帳　　74, 452
落とし噺　　341, 451, 496



索引（か～き）　54　索引（お～か）

踊り念仏　　369, 386, 431
女川（おながわ）奈飯　　81
御成　　215
鬼　　151
おにむすめ（鬼娘）　　174, 176, 177, 

178
鬼遣らい　　269
御庭番　　137
お歯黒　　31
御花講　　462, 463, 464, 465
お話売り　　120, 図120
御祓　　290
御祓納め　　120, 図120
大原（おばら）神社　　121
大原神子　　121, 図121
大原女（小原女）　　122, 180, 図122, 
　　178
おはん　　137
オビシャ　　140
お七（ひち）が菩提　　122, 図122
御日和御祈願　　514
阿藤（お藤）　　32, 33, 398
お札　　52
尾部坂　　20
オペラ　　27
おぼくれ坊主　　34, 514
おまんが飴　　42, 図42
お神籤（おミクジ）　　29, 324, 487
女郎花　　461
おもちゃ（玩具）　　308, 328　
　　→ちゃも（玩具）
玩具屋　　図315
御休み所　　316
親ばかちゃんりん　　363
おやま　　364
小山次郎三郎　　364
おやま甚左衛門　　378
阿蘭陀（おらんだ）　　90, 311, 372
おらんだ絵　　372
折助　　419
尾張の源内くどき　　図322
音曲語りもの　　97
女乞食　　20
女祭文　　53
女猿廻し　　266
女芝居　　27
女節季候（せきぞろ）　　92
女太夫　　16, 205, 269, 270, 271, 
　　348, 349, 350, 436, 図205, 348
女の前帯　　123
女霊媒師　　123, 図123
女六歌仙　→見立（みたて）女六歌仙
オンボ　　382
穏亡小唄　　381

か

戒　→戒律
貝細工の観興　　452
海獣（海嬾）　　453
開帳　　174
街頭演歌　　382
街頭演歌の元祖 添田さつき　　127
街頭紙芝居　　43　→紙芝居
街頭蓄音機　　128, 図128
　　→蓄音機
街頭詰め将棋　　291　→詰め将棋
街頭賭博　　334
戒名　　298
傀儡師（かいらいし）　　130, 46, 47, 
　　48, 99, 100, 101, 363, 364, 365, 
　　487, 488, 図46, 130, 131, 487, 
　　488
傀儡人形　　302, 364
戒律　　88
改良剣舞　　142
蛙の声をとむる術　　334, 図334
顔見世　　171
加賀都（いち）　　484
抱非人　　16
餓鬼　　124
餓鬼界　　516
餓鬼道地獄　　96
鍵屋　　137
楽士　　379
楽隊　　91, 107, 114, 379
拡大規　　133, 251, 図133
カクテン（角天）打ち　　356, 406
角兵衛獅子　　134, 図134, 135
神楽　　72, 121, 232, 289, 290
隠れ売女　　89
隠売女御法度の事　　135
掛け行灯　　316
蔭絵（影絵）　　90, 図91
影絵眼鏡　　90, 334
かげ芝居（陰芝居・影芝居）　　136, 
　　図136
掛け茶屋　　316
陰富（売り）　　120
影人形　　90
加護　　70
籠脱（抜け）　　11, 12, 154, 400, 
　　図153
籠の酉（鳥）　　86, 381, 図83
葛西念仏　　122, 431
　　→泡（方）斎念仏
笠森稲荷　　137
笠森お仙　　136, 31, 398
花山たばこ　　304
貸し編み笠　　341

菓子の桃橙を挽臼と釣合せ　　454
鹿島大明神　　138
鹿島の事触（鹿島踊り）　　138, 514, 
　　図138
鍛冶屋　　332
鎹（かすがい）継ぎ　　276
がせ　　491
風折烏帽子　　219
仮設小屋　　510, 511
風の神　　138, 151, 図138
家相　　112, 507
数え歌　　139
かた（粘土型）　　139, 140
加田淡島大明神　→淡島大明神
片岡呑海　　図505
刀の刃渡り　　167, 169, 250, 451, 
　　図167
帷子　　48, 109, 351
かたや（型屋）　　139, 252, 図139
語り芸（語り）　　321, 517
がたろ（河太郎）　　142　→河童
花壇菊　　61
ガチャガチャたばこ　　141, 図141, 
　　304
カチューシャの唄　　380
勝海舟　　79
かづき荷　　304
活動写真　　141, 27, 28, 90, 91, 107, 

114, 379, 図141
河童（河太郎・かっぱ）　　142, 74, 
　　75, 図75, 142, 448
河童（カッパ）の見せ物　　142, 
　　図142
かっぽれ（活惚）　　143, 17, 268, 
　　511
活惚一座　　145
かっぽれ踊り　　146, 図143
かっぽれ節　　145
葛城山　　489
河東（かとう）節　　243, 246, 247
門経（読み）　　147, 274, 図147, 274
門説教　　146, 274, 275, 図146, 274
門談義　　147, 274, 図147, 274
門付け（芸）　　210, 243, 366, 386, 

403, 430, 431
門付け仁義　　519
門万歳　　443, 444
鉄棒（かなぼう）を引き　　215
金物（鉄もの）　　13
金輪（金輪つかい）　　198, 326
蟹工船　　105
鉦　　88, 136
鐘鋳の勧進　　147, 325, 図147
鉦鼓　　22
鹿子はなし　　358

鹿野武左衛門　　388
加波山事件　　101
歌舞伎　　27, 42, 143
歌舞伎の外郎売り　　図77
歌舞伎役者の物真似　　184, 442
釜仙人　　334
釜鳴り　　148, 150, 250, 図148
釜鳴り神事　　150
がまの油売り（妙薬売り）　　150, 
　　22, 151, 188, 252, 311, 394, 406, 

420, 図150
かまわぬ太夫　　177
上方落語　　150
紙屑買い（拾い）　　121, 152
神様は女　　52
紙芝居　　43, 90, 91
紙漉屋　　152
紙で作った蝶　　317
神永（長）瞭月　　105, 106, 107, 114, 

379
雷ごろごろ　　151, 図151
紙人形　　図229
紙人形の芝居　　91
紙幟　　23
禿　　355
禿人形　　350, 351
亀治　　23
亀の甲医者　　151, 図151
亀八　　30
唐　　312, 366
カラオケ　　107, 350
韓国連広足（からくにのむらじひろ

たり）　　488, 489
からくり（紙屑買い・炭団売り・絡繰

見世）　　152
からくり（絡繰）　　71, 73, 323, 370, 

371, 374, 505, 図152
からくり絵　　371
絡繰芝居（機捩戯場）　　60, 299, 
　　300
絡繰人形（からくり人形・唐繰偶人）
　　60, 65, 208, 299, 370, 371
絡繰見世　　152
ガラス切り　　233
烏天狗　　332
唐天竺南蛮　　311
唐物　　366
ガリ　　330
雁（かりがね）股（二股）　　282, 283, 
　　297
狩衣　　73
カリス（まじないの本）　　112, 249
ガリ版　　339
カリントウ売り　　348, 図347
軽口男　　358

軽口初笑　　358
軽業　　153, 11, 64, 167, 221, 325, 
　　383, 442, 457, 511, 図153
軽業小屋　　82
軽業の芝居　　13
枯れすすき　→船頭小唄
河漏（河漏津）　　287, 288
可愛がって　　155, 図155
河太郎　→河童
河内音頭　　35, 321
河原　　11, 153
土器（かわらけ）売り　　180, 図180
瓦版　　479, 498
河原者　　230, 231
かわわらわ　　142
鐶　　272
寛永寺　　78, 79
奸賈　　156
考え物　　514
缶切り　　233
玩具　　140　→ちゃも（玩具）
雁首　　305, 500
勧化　　462
勧化状　　213
勧化僧　　62
勧化箱　　285
菅狐　　73
元興寺　　339
奸商　　476, 478
観賞菊　　61, 62
　　→菊細工・菊人形
勧進（くわんじん）　　121, 228, 324, 
　　357, 386
感神院祇園社　　529, 531
勧進代神楽　　289
勧進坊主　　386
寛政の改革　　82
官制見世物　　383
神田祭　　528
神田明神　　528
カンテキ　　60
乾電池再生器（薬）　　140, 197
関東大震災　　28, 381
願人（坊主）　　16, 17, 36, 203, 261, 
　　267, 282, 325, 409, 481
神主への転換　　531
感応寺　　137
観音経　　147
看板娘　　316, 398
看板役者　　171
灌仏会　　338, 339
関門トンネル　　392
眼龍斎吉弘　→大石眼龍斎吉弘

き

気合術　　22, 図22
紀伊国名草郡蚊田（加太）　　51
ギウ（妓夫）　　419
記憶術　　112, 163, 249, 459
記憶術講義　　157
記憶術と透視術　　157, 252
記憶術発行本舗　　図157
記憶（秘）法　　157, 158
祇園　　296, 467
祇園三社　　528
祇園社　　177, 529, 531
祇園精舎　　529, 531
伎楽面　　139
菊　　60, 61
菊細工（細工菊）　　29, 60, 61, 310
きくによるたかり方　　521
菊人形　　30, 60, 61
菊の造り物（造り菊）　　62, 63, 64, 
　　65, 66
菊本おはん　　136
危険術　　165, 250, 333
刻たばこ（多葉粉・煙草）　　141, 
　　304, 500
吉師舞　　266
鬼子母神　　265
偽書　　309
魏志倭人伝　　11
奇人乞食　　293
煙管（キセル）　　207, 305, 331, 348, 
　　500
きせる飲み　　331
義足　　66
きそば　　358
ギター　　350
ギター曲　　107
ギター流し　　350
北の天王社　　531
北野の森・北野天満宮　　331
北町奉行所　　464
喜多村信節　　365
北山時雨　　100
義太夫節　　171, 97, 106, 133, 243, 
　　244, 248
吉凶　　414
木槌　　178
狐　　131, 図47, 487
狐人形　　47, 73, 図487
祈禱　　231, 460, 491, 492
木戸口　　171
木戸芸者　　171, 図171
木戸番　　177
奇なる火屋売　　図504
木場　　462
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吉備津神社　　148
吉備津の釜　　148
黄表紙に見る江戸の見せ物　　171
木拾い　　121
擬宝珠　　305
魏勃　　285
奇妙丸　　272
鬼門　　78, 79
脚絆　　122, 332, 387, 418
木遣　　462
木遣念仏　　462
九官鳥　　454
嬉遊笑覧　　358, 360, 362
九進法速算学　　162
九尾の妖狐　　299
九連環　　430
狂歌　　23
経帷子　　95
経木　　94
狂言芝居　　375
狂言尽　　230
行者　　492
行者打ち　　112, 249, 468, 470, 490
狂人　　289
共盛館　　28, 30
京都糺川原の見世物　　174, 図175
京都の鳥追い　　349
行人鉦　　297
京の珍商売　　178
香歩問題　　292
曲受け　　325, 430
曲独楽　　181, 298, 299, 398, 439, 
　　511, 図181, 299
曲差　　155
曲搗　　54
曲取り　　54
曲投げ　　54
曲乗り　　141, 172
曲馬　　182, 64, 78, 82, 511, 図182, 
　　183
曲馬軽わざ　　66
曲馬興行　　65
曲馬団　　155, 456
曲馬見世物　　182
曲吹き　　44
曲鞠　　13, 440
清元節　　243, 247, 301
錐　　233
布（きれ）　　298
際物師　　183, 図183
キンケン（統計表）　　112, 249
金作小僧　　184, 図184
金糸　　351
銀線細工　　399
近代記憶術　　159　→記憶術

金継（きんつぎ）　　275, 469
金の指輪　　184, 252
金平節　　246
金問題　　292
銀問題　　292
銀鑞　→白銀（しろめ）

く

喰寅　　82, 84, 図83
空也上人　　369, 386
苦学生（書生）　　103
括り袴　　290
草刷り仁義　　519
九字　　70
櫛こうがい　　155
鯨細工看せ物　　63
葛の葉　　146
薬　　13, 491, 492
薬売り　　186
薬簞笥　　141
くだすだれ　　305, 図307
件（くだん）　　186, 図186
如件　　186
口寄せ巫女　　187, 72, 124, 図187
口説き（節）　　322
宮内（くない）左内　　364
国貞　　84
首掛け芝居　　187, 図188
首が伸びるもの　　518, 図518, 519
首が離れるろくろ首　　518, 図518
宮毘羅大将　　217
熊野　　88
熊の膏薬　　188, 図189
熊野三山　　88, 191
熊の伝三（膏薬）　　190, 191, 図190
熊野比丘尼　　88, 94, 194, 図193
熊野比丘尼絵解図　　図95, 191
熊野比丘尼から「けころ」へ
　　191
熊水からくり　　453
熊野詣で　　192
久米の仙人　　64, 283, 284
蜘舞　　11, 153, 154
鞍馬寺塔頭　　17
車座　　312
黒色のモットイ（元結）　　343
黒牛の背に六字の名号　　177
黒木　　122
黒子　　302
黒ごま　　355
黒座頭　　194, 39, 415, 図194
黒絽の羽織　　351
鍬金　　222
軍書講釈　　195, 図195
軍団　　297

クンピーラ　　217
軍服　　108

け

芸妓　　123
計算器・サンキ（円形計算器）
　　196, 図196
計算表　　356
芸自体が商品　　11
警視本署　　240
芸者　　286
傾城　　196
境内図　　177
毛糸再生器　　197, 図197
芸能系大道芸　　11, 15
芸能乞食　　204
外紀節（外記）　　246, 247, 378
外宮　　20
けころ　　197, 80, 81, 82, 191, 194, 
　　図197
蹴ころかし（蹴転ばし）　　81, 197
華厳宗　　237
芥子　　355
芥子之介　　198, 24, 26, 図25, 198
下女　　191
削掛　　183
懸想文売り　　180, 図180
下駄の歯入れ　　199, 図199
化鳥　　419
月琴　　430, 512
下卑寿三郎　　100
軒轅黄帝　　258, 490
軒轅氏　　258, 図258
検校　　484
減罪法　　224
源三位頼政　　33
源水の独楽　　385
現天王寺　　137
幻灯機　　91
慳貪（見頓屋）　　288, 358, 359
けんどんそば（慳貪蕎麦）　　287, 
　　288, 360
源内くどき　　図322
剣舞　　141
源坊　　23
建礼門院徳子　　122

こ

小石川指ヶ谷町　　134
恋の辻占　　324
合巻　　171
高級万年筆　　354　→万年筆
興行　　510
香具　　13, 77
香具商人　　13, 440

弘慶子売り　　200, 図200
考現学　　519, 520
考古学　　520
神崎　　196
高山寺　　237
乞食（乞丐・こつじき）　　201, 118, 
　　151, 202, 227, 325, 514, 図201, 
　　227
講釈　　201, 82, 204, 296, 297, 387, 
　　388, 467, 498, 図202　→講談
講釈師　　237, 496, 図201
江州音頭　　35, 321
口上商人　　12, 475, 図475, 525
庚申の代待ち　　202, 218, 514, 
　　図202
好事家　　162
小唄　　26, 136, 230
講談　　35, 127, 297, 321　→講釈
口中療治　　203, 図203
勾当　　484
高幢寺　　218, 410
業の秤　　96
乞胸　　204, 15, 16, 17, 46, 183, 201, 
　　202, 224, 228, 231, 243, 244, 267, 
　　325, 413, 444, 466, 498
乞胸頭（仁太夫）　　46, 201, 231, 
　　244, 465
乞胸十二種　　46, 99, 201, 227, 230, 
　　274, 297, 324, 325, 465, 467
乞胸仁太夫書上　　46, 201
乞胸の猿若　　227, 228
高野行人（高足駄）　　204, 図204
膏薬（売り）　　188, 189, 200, 341, 
　　495
高野山　　88
ゴールド会社　　475, 図475
講和条約　　104
声　　322
ゴエイ（英会話速習術）　　112, 249
ご詠歌　　95
御縁日　　232　→縁日
牛王箱　　89, 193
牛王宝印　　192
氷餅　　109
五箇山　　308
五箇山の「ささら」　　図223
胡弓　　205, 21, 222, 274, 291, 349, 
　　430, 512, 図205
五行説　　32
こきりこ・彫・編木　　205
こきりこ（小切子・筑子）　　45, 221, 
　　222, 223, 308, 図205, 222, 223
筑子唄　　221
極彩色影絵　　454
国清寺　　223

石町　　340
極楽浄土　　95
御家人　　247
護持院　　237
乞食（乞丐）　→乞食（こうじき）
乞食閻魔　　207
乞食芝居　　417
乞食僊人　　283
五色の彩砂　　264
乞食の花魁　　207, 図207
乞食の曲馬　　183, 図183　→曲馬
乞食坊主　　208
腰縄　　226
小芝居　　181, 333
腰弁　　475
御所　　123
胡椒　　355
古浄瑠璃　　244
小数襖　　219
牛頭天王　　290, 527, 528, 529, 530, 
　　531, 532
牛頭天王祭　　528
牛頭天王三社　　528
ごぜ　　230
五節句　　414
小僧と盲目　　207, 図207
小袖櫃やうの箱　　132
御存知商売物　　153
答笛　　209
国会開設　　101
国会期成同盟　　101
滑稽芸　　11
滑稽芝居　　17, 144, 145
乞食　→乞食（こうじき）
小鼓　　290
琴　　430
後藤紫雲　　380
後藤象二郎　　101
事納め　　402
ごと師　　420
事始め　　402
子供力持ち　　450
子共屋（陰間茶屋）　　181
粉山椒　　355
子猫ほどの異物　　132
小判乞食　　図450
碁盤人形　　208, 378, 図208
小判の作り物　　449
小比丘尼　　89, 193, 194
御符（護符）売り　　258
子笛を吹く　　55
御幣　　22, 26, 73, 290
小坊主　　208
五芒星　　70
独楽　　24, 154, 420

胡麻　　355
小間香具　　13
駒込富士　　254, 255
コマシ　　113
独楽遣い　　図439
独楽（こま）回し　　13, 31, 58, 62, 
　　82, 151, 181, 203, 298, 405, 439, 
　　440, 図439
コミセ（小店）　　330, 480
虚無僧　　208, 417, 図208
ゴム枕　　211, 図211
米粉　　304
御免歌舞伎　　77
御免の勧化　　213, 図213
五目並べ　　291, 292
薦僧（虚毛僧）　→虚無僧（こむそう）
小屋掛け　　510, 511
小弓　→胡弓（こきゅう）
小弓引　　146, 147, 206, 275
コラサ節　　127
御寮比丘尼　　89, 193
コロビ　　162, 330, 480, 481, 483, 
　　507
声色（こはいろ）　　13, 136, 171, 
　　442, 465
声色芝居　　136
声色遣い　　171
小脇差　　351
今和次郎　　112
権現　　223
こんこん坊　　216, 図216
ゴンドラの唄　　380
金毘（比）羅　　203, 217, 331
金毘（比）羅行人　　217, 514, 図217
金毘羅講　　218
金毘羅権現　　217, 218, 図218
金毘羅坂　　218
金比羅参　　図217

さ

細工菊　→菊細工
細工見せ物　　65
西郷隆盛　　79, 101
西国三十三観音霊場　　357
西国三十三所観音霊験記　　66
西国巡礼　　219
祭政一致　　529
才蔵市　　219, 443, 444, 図220
賽の河原　　95, 96, 274
催眠術　　157, 459
　　→ミンサイ（催眠術）
祭文　　220, 34, 35, 36, 318, 319, 
　　321, 図220, 318
祭文語（り）　　221, 図220
佐保乃保利（さおのぼり）　　12, 
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　　154
棹姫（佐保姫）　　31, 32
佐賀の乱　　101
月代　　302, 303
詐欺　　12, 314
朔望　　414
サクラ　　230, 479
桜井敏雄　　114, 380
桜鯛駒寿　　155
提（さげ）重　　359
さござい　　326
篠栗新四国　　429
ささら（簓・編木）・こきりこ（筑子）
　　221
ささら（簓・編木）　　20, 46, 147, 
　　205, 206, 274, 325, 図206, 222
編木摺（擦）　　147, 206, 275, 図206, 
　　221
簓で経に載せて　　147
さし　　21
座敷仕方咄　　388
差し下駄　　199
指ヶ谷町　　135
さすらいの唄　　380
雑伎　　329
雑穀　　286
薩摩座　　365
薩摩浄雲　　246, 415
薩摩太夫　　415
薩摩節　　246
座頭　　415, 484
里山伏　　470, 490, 492
さぬきを敷く　　312
三線（さみせん）　　230, 484
　　→三味線（しゃみせん）
侍烏帽子　　219
鮫が橋　　419, 464
笊　　87
猿飼　　223, 224, 225, 226, 図225, 
　　226
猿楽　　11, 153
猿が辻　　224
猿田彦　　290, 528
笊手品　　188
猿曳・猿廻しと猿飼　　223, 図224, 
　　225, 226
猿若　　227, 204, 図227
猿若勘三郎　　227
猿若座　　26, 227, 228
戯縄　　12, 154
散楽　　11, 153
散楽戸　　11, 153, 181, 329
散楽雑伎　　181, 238
山岳宗教（信仰）　　217, 488, 489
サンキ（算木・円形計算器）　　94, 

　　196
三吉飴　　42, 図42
三卿　　225
三曲　　205
三家　　225
三絃　　136, 244, 348, 349
三国　　299
三国渡り　　299
三斎月　　224
三尸　　202
三七全伝南柯夢　　465, 466
三芝居　　228
山椒　　173, 355
散所　　11, 153
三条小六　　440
山椒太夫　　146
三笑亭可楽　　388, 389
三途の川　　95, 109
三寸（サンズン）　　14, 330, 367, 
　　476, 480, 507
三線　→三線（さみせん）
算竹　　94
三啖呵　　322
三段重ねの三方　　405
山頭火　　391, 514
三茄子　　254
三人遣い　　302, 364
山王元弼真君　　223
山王権現　　223
三番叟　　401, 403
三八　　360
三枚橋　　80
三遊亭萬橘　　144

し

シーメンスマルチンの法則　　229, 
　　図229
四扇五煙草六座頭　　254
四箇院　　496
仕掛け　　71
仕形（方）　　99, 100
仕方説教　　230
仕方能（舞）　　230, 図230
地紙売り　　48
食行身録　　410
樒　　297, 298
ジク　　420
嗜好的飲み水　　446
地獄　　94, 95, 124
地獄絵（界）　　207, 268, 516
地獄極楽　　94, 95, 193, 274, 371
地獄の釜の蓋が開く　　97
獅子　　289
鹿（しし）踊り　　289
獅子頭　　289, 290

時事小唄　　382
獅子舞（太神楽）　　231
獅子舞　　134, 289, 403, 図231, 232
ジシャク　　233
寺社奉行　　16, 290
四条河原　　331, 332, 457
四条立売り　　図525
刺針術　　図92
四聖道　　516
地蔵の厨子　　109
地蔵菩薩　　122
地蔵和讃　　95
仕出し人形　　378
下野（下谷）　　78, 82
下谷山崎町名主書上　　47
七事務科設置　　529
七度（道）の浜　　50　→泉州七道浜
七福神　　100
七味唐辛子　　355
十戒　　95
十界　　516
十界の図　　図517
実験記憶法　　157　→記憶法
実験的説明をやるか、せり売りをや

る　　523
十間の大どうろう　　74, 図74
十得ナイフ　　233, 251, 図233
失念術講義　　158
十返舎一九　　384
死での山路（山道）　　95, 96
志道軒（深井志道軒）　　237, 297, 
　　467, 図237
品川駅（宿）　　316
品川神社　　531
品玉　　238, 46, 188, 508, 図238
品玉人形　　188, 図188
地主神　　528
シネマトグラフ　　91
士農工商　　413
信田の森の与勘平　　200
不忍池　　80
忍川　　80
芝居　　77, 100, 172, 383
芝居絵　　136
芝居小屋　　24, 172, 297, 388, 442, 
　　457
芝居仕立て　　333
芝居咄　　321
柴又テキヤ　　343
渋江保　　157
渋沢成一郎　　79
しまひ　　227
島田伊兵衛　　157, 159
島田記憶術　　図158　→記憶術
島原の傾城（遊女）　　123

志村静峯　　455, 456
締師　→大ジメ師
締太鼓　　134
釈迦　　97
笏　　207
錫杖　　134, 221, 318
尺八　　21, 209, 291, 417, 430
ジャグリング（手玉）　　26, 45, 329, 
　　366　→手玉
写真絵　　65
蛇精　　332
社僧　　530
蛇体の女　　図424
射的　　26
蛇毒神社　　532
三味線（三線）　　21, 107, 143, 205, 
　　230, 231, 243, 269, 271, 274, 301, 
　　342, 348, 349, 350, 357, 364, 484　

→三線（さみせん）
三味線鼓弓　　450
三味線太鼓　　46, 372
三味線弾き　　177
車力　　419
十一面観音　　217
自由演歌の図　　図101, 127
十王　　207
集会条例　　101
十九の春　　238, 104, 501
十三香具　　13
十三香具隠密之訳　　14
修正会　　224
鞦韆　　12, 154
自由党　　101, 128
十二階（凌雲閣）　　27, 28, 255, 
　　図27
自由民権運動　　101, 102, 128, 350, 
　　379, 501
祝福芸　　223
修験道（者）　　70, 217, 488, 489, 
　　490
朱舜水　　61
酒中花　　241, 31, 図241
出家得度　　237
十得ナイフ
　　→十得（じっとく）ナイフ
酒呑童子　　176
修二会　　224
寿命薬人魚（にんぎょう）御舐所
　　図191, 192
撞木　　22
修羅　　124, 516
ジュリグワー小唄　　104, 239, 240, 
　　501
巡回易者　　94
順信院　　58

俊徳丸　　146
春風亭双枝　　127
春風亭柳枝　　127
巡礼　　357, 428, 429, 514, 図219, 
　　428
定斎（屋）　　141, 272, 図272, 273
　　→是斎
正月　　183, 289
正月・五月・九月（正五九月）　　224, 
　　357
鍾馗　　242, 図242
彰義隊　　79
常香盤　　181
上州祭文　　220, 320, 321
消暑薬　　272　→薬
三途川原（そうづがわら）のお婆さん
　　95
庄介しよ（正助しょう・正すけ正）
　　→掃除をしよ
正チャンボウチン　　356
城南鎮護神　　218
商人　　168　→香具師
樟脳船　　252
小の月　　447
浄玻璃鏡　　96
城秀　　484
招福除災法　　224
菖蒲之歌　　32, 33
声明　　220
常妙寺　　21
声聞界　　516
浄瑠璃　　243, 78, 82, 88, 91, 97, 
　　132, 133, 136, 171, 204, 230, 248, 
　　320, 321, 330, 349, 364, 366, 414, 
　　415, 484, 496, 図243
浄瑠璃語り　　364
浄瑠璃段物（十二段草子）　　378, 
　　414
浄瑠璃人形遣い　　364
浄瑠璃の系譜　　244
浄瑠璃姫物語　　97, 243, 244
浄瑠璃本　　248
昭和の大道芸　　249
諸艶大鑑　　378
蜀山人狂歌問答　　127
　　→大田蜀山人
職人打ち　　250, 370
書生節　　102, 103, 106, 107, 379
諸方の市　　474
除霊魔除け　　124
シラクジ（白籤）　　327
白声　　147, 318
白玉粉　　275, 276, 469
不知（しらぬい）山人
　　→不知（ふち）山人

しらべもの　　520
白袴　　290
白銀（しろめ・白目）　　60
神官の子弟　　231
神祇官　　529
神祇事務局（科）　　529, 530, 531
蜃気楼　　172
真剣白刃渡り　　169
糝粉　　253
新粉　　304
新講談　　127
新粉細工　　253, 43, 44, 303, 304, 
　　図253, 304
真言宗　　237
神事　　232
ジンシメ（人〆）　　113, 334, 506
　　→人集め
信州伊那谷の薬売り　　253
神儒仏　　177
新政府軍　　79
新世界　　28
人造富士　　254, 27, 28, 397, 図254
人体解剖模型　　367
神勅　　138
神道（者）　　289, 528
新内　　106, 246, 247, 256, 348, 511
新内流し　　256, 247
新内節　　256
神農黄帝（神農）　　258, 12, 52, 474, 
　　490, 図258
人売（ジンバイ）　　480, 481, 482, 
　　483
陣羽織　　20
神風連の乱　　101
神仏　　52
神仏混淆　　217, 266, 530, 531
神慮を清め鎮める舞楽　　289
神霊炙り出し　　92, 468
神霊御符（護符）売り　　258, 250, 
　　図258
神霊紙　　92, 93, 468
神霊術　　333

す

吸口　　305, 500
水道普請水切れ　　215
据ランプ　　504
酢貝　　192
巣鴨染井の植木屋　　62
漉返し　　152
杉山丹後掾　　244
少彦名尊（命・神社）　　50, 51, 490
少名彦薬根　　51
菅笠　　271, 348, 349, 418, 436
素見物　　341
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スサノオ（素盞雄・素戔嗚）　　529, 
　　531, 532
厨子　　514
筋違（すじかい）橋　　400
すたすた坊主　　261, 48, 132, 436, 
　　514, 図261, 262
すだれ状道具　　308, 310
すだれつかい　　306, 図307
捨て鐘　　340
砂絵（砂文字）　　264, 31, 図31, 265
砂定　　図266
砂文字　　265, 図265　→砂絵
砂文字のお作さん　　264, 265
寸白（すばく・すんぱく）　　495
住吉踊り　　266, 17, 143, 144, 145, 
　　146, 218, 451, 452, 図266, 267
住吉神社（大社・神宮寺）　　17, 145, 
　　266, 268
相撲（角力）　　142, 412, 451, 455
相撲（角力）興行　　452, 453, 454
摺鉦　　179
スリク（薬）　　112, 249, 505
すりこぎ　→連木（れんぎ）
擂子木閻魔　　268, 207, 242, 図206, 
　　268
諏訪神社　　529
すわり　　325, 図325

せ

生活用水　　446
征韓論　　101
清左衛門　　195
筮竹　　94
西南戦争　　101
青年苦学会　　102
青年倶楽部　　102, 103, 128, 501
青年同気会　　102
清明館　　28
清遊館　　28
西洋画　　65, 66
西洋剃刀　　420
瀬川如皐　　22, 23
節季候　　269, 92, 図269, 270
是斎と定斎　　272, 141, 図272, 273
世事談　　359
瀬田川　　80
瀬田の唐橋　　305
説教　　274, 88, 201, 204, 319, 320, 
　　321, 388, 498
説教がかりのちょんがれ　　320
説教浄瑠璃　　320
説教節　　34, 35, 91, 146, 274, 321, 
　　366
雪駄直し　　275, 図275, 276
雪中行軍　　376

節分　　121, 473
瀬戸物売　　図533
瀬戸物焼継ぎ　　275, 図276, 469
鎈（緡）　　21, 31, 302
銭太鼓　　45
背広　　277, 図277
背広売り　　252
施薬院　　496
世利うり　　304
競り売り　　390, 391, 図534
世利箱　　304
台詞　　379
世話場　　480
善庵随筆　　358
千貫神輿　　528
疝気　　110, 111, 495
仙気稲荷神社　　111, 図111
泉州七道浜　　266
千住大橋　　509
千秋万歳　　443
浅草寺奥山　　24, 154
仙台おばア　　281, 図281
船頭　　119
船頭小唄　　380, 381
千日回峰　　282
千日坊主　　282, 図282
千日詣の行人　　282, 204, 297
仙人　　283, 図283
栓抜き　　233
ゼンマイからくり（撥条絡繰）
　　65, 188, 208, 298, 367
千里眼　　157

そ

箏曲　　484
双玉問題　　292
壮士　　102, 127, 128
掃除　→掃除をしよ
　　　→掃込（はきこみ）婆
壮士演歌　　127, 240
相思竹　　497　→四ツ竹
壮士節　　102, 103, 107, 128, 379, 
　　図102
掃除をしよ（庄介しよ・正助しょう・

正すけ正）　　285, 図285
象頭山　　217　→金比羅権現
三途川（そうずか）婆　　109
　　→三途（さんず）の川
素麺　　312
素麺櫃ほどなる箱　　133
僧侶の還俗　　531
副島種臣　　101
添田啞蟬坊　　105, 112, 115, 127, 
　　128, 239, 240, 379, 380, 382, 501
添田さつき　　127, 380, 382

添田知道　　127
即算術　　406
速算法　　408, 図408
素数　　356
そそそ　　285, 図285, 286
袖乞い　　147, 228
そば（蕎麦）　　286, 358, 図286, 287
蕎麦全書　　362
そば屋の風鈴　　363
蘇民社　　532
蘇民将来之子孫家　　532
算盤　　196　→バンソロ（算盤）
麁呂間（そろま七郎兵衛）　　378

た

ダーク一座　　29
ダークのあやつり　　29
田遊び（田踊り）　　221
第一共盛館　　28
大円寺　　137
代神楽　　289, 231, 232, 290, 図289
太神楽　　231, 232, 289, 290, 305, 
　　325, 511, 図290
太神楽と獅子舞　　289, 231, 図231
太鼓　　20
太鼓打ち　　289
大国様　　286
大黒天の巨像　　66
太鼓の撥　　205, 223
太鼓持　　286
代垢離　　17, 261, 262
大根売り　　179
代参　　17, 218, 289, 290
大師講　　357
大蛇　　図448
大衆演劇の看板　　456
大正演歌　　107, 115, 379, 380
対数　　356
大盛館　　28
大蔵院　　17
大蔵経（一切経）　　174
太々神楽　　231, 232, 290
大つ卯　　85, 図83
大道記憶術　　163
大道芸　　11, 77, 143, 146, 329, 350, 
　　357, 384, 511
大道芸人　　291, 20, 82
大道商人　　278, 483
大道蓄音機　　130
大道詰め将棋と五目並べ　　291
大道トバク　　337
大道売薬業者　　420
帯刀を禁止　　201, 498
ダイナマイト節　　128
第二共盛館　　28, 30

大の月　　447
たい箱　　89, 193
大八　　293, 図293
太平記読み　　296, 195, 238, 467, 
　　図297, 467
代参り代垢離　　232
代待ち　　261
大名　　225
大名けんどん（慳貪）　　287, 359
大明香薬砂　　398
太陽暦　　511
箍　　114
高足駄（あしだ）　　297, 59, 72, 282, 
　　図283, 297, 298
ダガエ　　500
高下駄　　56, 199, 297
高小屋　　511
高島屋おひさ　　136
駄菓子屋　　314
高田事件　　101
高田富士　　255
鷹の爪　　355
鷹ノ羽之章　　32, 33
高歯　　199
高木履　　297
高市（タカマチ）　　15, 393, 506
高市帳　　15
高村光雲　　66
箍屋　　図114
滝口長大夫　　224
抱き込み　　479
茶吉尼天（托枳尼天）　　73, 137
托鉢　　386
たくはつ坊主　　338
竹あじろの屋かた　　372
竹午（馬）　　85, 298, 図83
竹馬布売り　　298, 図298, 299
竹からくり　　306, 308, 図307
竹沢藤治　　298, 62, 154, 181, 182, 
　　298, 511
竹田出雲　　299, 300
竹田近江　　299, 300, 305
竹田亀吉　　64
竹田からくり（絡繰）　　299, 153, 
　　370, 図300
竹田絡繰系のぞき　　371
竹田源吉　　64
竹田縫殿介（殿之介）　　62, 63, 64, 
　　65, 182, 298, 300
竹田由三郎　　63
竹の杖　　56
建速須佐之男命　　532
竹本義太夫　　97, 171, 243, 364
凧　　183
蛸坊主　　301, 図301

太政官（だじょうかん）再興宣言
　　529
太政官布告　　12, 14, 27, 52, 210, 
　　417
たたき　　496
叩き売り　　390, 391
たたき鉦（叩き鉦・敲き鐘）　　181, 
　　333, 369
叩き鉦自ずと鳴る術　　図334
敲きの与次郎　　270, 496
　　→与次郎
糺川原の見世物　　174
糺の森（杜）　　174, 296, 315, 467
立ち売り　　474, 475, 525
立絵紙芝居　　91
竜田姫　　32
裁着袴　　21, 219, 333
辰松　　302
辰松幸助　　364
辰松座　　365
辰松八郎兵衛　　330, 364, 365
辰松風（出遣い）　　301, 330
辰巳芸者　　135
立石熊之丞　　302, 図302
竪琴　　291
立茶屋　　22
竪物　　11, 12, 154, 図153
立山信仰　　405
炭団売り　　152
谷汲観音像　　66
たぬき飴　　303, 図303
田沼意次　　82
種　　90
種明かし　　230
種と風呂（投映機）　　91
楽し巳　　85, 図83
たばこ（烟草・多葉粉）　　304, 293, 
　　296, 334, 338
烟（たばこ）酒　　304
旅ハ丑　　82, 84, 図83
玉川上水　　310
玉鈴　　73
玉すだれ　　305, 365, 図307
玉取り　　325, 326
玉乗り　　27, 28
玉乗り小屋　　図27
玉鋼　　370
玉水簾　　310
太夫　　219, 366, 443
樽拾い　　419
タレント議員　　382
啖呵　　321, 322, 384, 406, 517
啖呵口上　　315, 330, 517
タンカ売　　162
談義僧　　274, 388

団子細工　　44, 45, 253, 図253
　　→新粉細工
端午の節句　　183, 242
弾左衛門　　15, 46, 99, 201, 224
弾左衛門役所　　231
弾左衛門由緒書　　46, 201
團十郎　→市川團十郎
誕生仏　　339
壇ノ浦　　122
丹波　　176
反物売り　　314
檀林風　　312

ち

近松門左衛門　　97, 243
近本九八　　364
力持興行　　450
千木箱　　351
チギリ　　420
筑　　205, 206
蓄音器　　106, 128, 129, 130, 図128
畜生　　124
畜生界　　516
畜生地獄　　96
筑前琵琶　　415
秩父事件　　102
茅の輪　　532
チバ師　　314, 156, 278
茶筅　　31, 386
茶棚　　316
茶道　　237
茶番　　17, 143
茶店　　316
ちゃも（玩具）　　315, 252
茶屋（水茶屋）　　315, 82
茶屋女　　123
茶屋の遊女　　123
茶碗　→ワンチャ（茶碗）
ちゃんきり　　132
ちゃんちゃん坊主　　132
中央青年倶楽部　　102
中啓　　290
仲間（ちゅうげん）姿　　341
中締（ちゅうじめ）　　112, 330, 507
注油　　504
長絹　　290
長口舌　→長口舌（ながこうぜつ）
丁字屋　　398
鳥獣の声をつかひわけ　　189
朝鮮の弘慶子（こうけいし）　　41, 
　　42, 200　→弘慶子売り
長太郎坊主　　317, 図317
蝶々廻し　　317, 図317, 318
町人　　204
帳元　　480
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直接行動　　101
ちょろけん　　179, 図179
ちょんがれとちょぼくれ（樗蒲暮）
　　318, 35, 36, 37, 220, 図319, 322
ちょんがれぶし　　318, 319, 320, 
　　323
ちょんがれ坊主　　319, 322, 323, 
　　図318, 319
陳外郎　　77　→外郎（ういろう）
ちんこの針売　　454
鎮西八郎嶋廻り　　63
鎮西彦山縁越　　489
陳宗敬　　77
陳皮　　355

つ

追儺の豆　　474
月番所　　13
月待行事　　357
筑紫琴　　484
筑波山　　150, 394
作り菊　→菊の造り物
津崎雲山　　455, 456
辻占（辻占い）　　324, 92, 図93, 324
辻勧進　　324, 201, 204
辻芸人　　350
辻講釈　　202, 297, 467, 498
辻はなし（咄）　　202, 297, 388, 498
辻放下　　325, 204, 図325
辻宝引き　　326, 図326, 327
津島牛頭天王社　　532
蔦屋お芳　　136
土御門　　290
突っ込み　　406
鼓太鼓　　289
ツヅラ型の人形箱　　133
綴れ　　293
綱渡り（高絙）　　11, 12, 154, 172, 
　　図153
角頭巾　　193
爪楊枝　　31
詰め将棋　　252, 図292
爪研ぎ　　233
津守細工　　305
露五郎兵衞　　388
釣ランプ　　504
鶴賀加賀太夫　　256
鶴賀新内　　247
鶴賀流し　　247
鶴賀節　　256
鶴賀若狭掾　　256
釣瓶桶　　446
つれ節　　147

て

手遊び　　306, 308, 309, 311, 326, 
　　328, 378, 図307
手遊び物　　328, 図328
ディアボロと輪鼓　　329, 507, 
　　図329
丁字形金具　　197
手打ちそば（蕎麦）切　　358, 360, 
　　363
出来星漫談家　　113
てきや（香具師）　　329, 14, 52, 104, 
　　162, 164, 345, 392, 393, 420, 480, 
　　485
敵矢・的屋　　484　→てきや
木偶人形　　300
デコノボ（木偶坊）回し　　365
手品　　198
手相　　94
手相人相　　517
手玉　　199, 325　→シャグリング
出茶屋　　63, 316
出遣い（出づかい）　　330, 302, 364, 
　　378, 図301, 330
手遣い人形　　366
哲学館　　159
鉄火握りの術　　33, 170, 図170
鉄血倶楽部　　102
てつづみ　　227
鉄道唱歌　　379
鉄道の発達　　534
鉄筆　　339
手妻　　11, 154, 198, 298, 325, 331, 
　　430
手妻遣い　　331, 図331
手の筋　　177
手風琴　　108, 186
デヤボロ　　507, 508, 509
デロレン祭文　　34, 35, 321
天一位大原大明神　　121
天蓋　　209, 417
田楽　　11, 134, 153, 221, 232
田楽茶屋　　53
田楽法師　　221, 232, 325, 326, 
　　図223
天眼鏡　　94
電気館　　28, 図28
天狗　　332, 217, 375
天狗通と放下釜　　333
天狗の日干　　450
天狗のみせもの　　333
天狗の面　　217, 218, 289, 290, 527
天狐　　458
天才的漫談家　　112
天竺　　299

天上界　　516
テンショバ　　330
でんすけ　　334, 252, 図335, 336
殿中じゃ張肘じゃ　　20, 図21
殿中羽織　　21
てんてこ飴売　　454
天王様（社）　　527, 528, 531
天秤棒　　18
天目山　　287

と

ドイツ製計算尺　　196
投映機　　91
東叡山　　79
東海矯風団　　103, 104, 501
唐芥子（番椒・唐辛子）　　338, 355
唐がらし地蔵菩薩　　338
とうきたり　　338, 図338
陶器のせり売り　　図534
陶器焼継　　276
道教　　488
東京写し絵業者組合　　91
東京節　　127, 380, 381
東京落語　　150
胴串　　378
道化芝居　　145, 146
道化見世物　　178
藤次（藤治）　→竹澤藤治
透視画法　　371
透視術　　157, 161, 162, 165, 459
透視眼鏡　→レントゲン
謄写版　　339, 249, 513, 図339
唐人　　311
唐人飴売り　　42, 183, 図43
唐人阿蘭陀南京無双玉簾　　309
道心者　　22
燈心にて大石を釣上　　454
唐人笛　　42
当世軽口初笑　　359, 362
桃中軒雲右衛門　　106
透頂香　　77
唐土　　299
当道座　　205, 415, 484
道頓堀　　331, 332
とうろくけんさい（唐勅景差）
　　378
栂尾高山寺　　237
刻うどん　　359, 362
時そば　　359
時の鐘　　340, 図340
解き箱　　22
常磐座（のち常盤座）　　27, 28
常磐津節　　243, 247, 301
兜金（頭巾・兜巾）　　332, 333, 492
徳島　　155

徳平が膏薬　　341
徳利子　　449
時計のゼンマイ　　370
トコマンボ　　272
床店　　31
心太（ところてん）屋　　331
土佐掾　　246, 415
土佐節　　194, 195, 246, 342, 415
土佐節浄瑠璃　　378
土佐節の人形　　378
土佐光信　　315
登山打ち　　470
泥鰌（泥鰌太夫）　　341, 図341
とぞ申しける　　342, 図342
戸塚の大金玉（睾丸）　　110, 111
ドッコイ ドッコイ　　342, 252, 
　　図342
鳥取春陽　　380, 381
トハ　　478, 479
鳥羽節　　143, 144
鳶口本田髷　　351
土平　　39
土平飴　　39, 40, 図39
富本節　　243, 247, 301
富山の薬売り　　492
富山半魂丹（はんごんたん・反魂丹）
　　58, 404, 図404
土弓　　26, 82, 174, 177, 494
　　→楊弓（ようきゅう）
豊川稲荷　　137
豊国　　82, 84
豊雛　　136, 137
都楽　　90
寅さんのモデルになった男　　343
虎の巻　　347
虎屋　　77
鳥足　　282, 297, 図283
鳥追いと女太夫　　348, 16, 269, 
　　270, 271, 272, 436, 450, 452, 
　　図348
鳥刺し　　133
とりたてのかっぱ　　図448
鳥娘　　142
土竜犬　　452
泥万　　422, 444
呑海の法律書　　506
飛んだ霊宝　　178, 図178

な

内宮　　20
内国勧業博覧会　　30, 図383
ナイフ　　233
無い物尽し　　37
長（永）井兵助　　31, 58, 59, 143, 
　　151, 203, 204, 265, 398, 420, 440

長唄　　106, 357
長口舌　　420
長崎影絵　　90
中差商人　　156
流し　　350, 107, 図350
流し樽　　218
流し啖呵　　517
長嶋磯右衛門　　465
中締　→中締（ちゅうじめ）
中洲新地　　172, 442, 457, 458
中津川宿　　331
中橋南地　　227
中林武雄　　105
長松小僧　　350, 図350
仲間六部　　426, 429, 514, 515
中村座　　42, 228, 図26
中村彦三郎　　364
中山晋平　　380, 381
流れ灌頂　　72, 455
啼（なき）兎　　87
長刀　　420
泣き売　　352, 252, 422, 図352
名古屋三左　　227
ナシオト　　330
謎解き　　74
納豆烏帽子　　89
七色唐辛子　　355, 図355, 356
七種の粥　　180
七尺の大いたち　　75
七つ屋（質屋）　　100
浪花伊助　　34, 321
難花松寿軒　　63
浪花亭駒吉　　34, 321
浪（難）花節　　34, 36, 106, 107, 220, 
　　221, 318, 321, 511
浪花節発生　　323
難波屋おきた　　136
鍋囓りの術　　33, 170, 図170
生首　　67
鉛ガラス　　276, 469
南無阿弥陀仏　　95
菜飯茶屋　　24
奈良茶　　82
鳴瀬川土左衛門　　41
縄張　　480
名和伯耆守長年　　297
南京　　311, 312, 365
南京糸操り　　365
南京玉すだれ　　305, 308, 309, 310, 
　　311, 313, 図307
南京流　　312
何でも計算表　　356, 図356
南蛮　　312, 365
南蛮胡椒　　338
南蛮渡り　　366

南北（に）市糴　　11, 524
南無阿弥陀飴（なんまいだあめ）
　　41

に

にへ湯をあびる　　451
仁王門　　291
和御魂社　　532
錦影絵　　90
西宮戎（夷）神社　　99, 130
西は秋　　32
二十三夜　　357, 図357
二十八座（坐）　　46, 99, 224
偽巡礼　　357, 219, 289, 426, 図219, 
　　357
偽坊主　　386
偽六部　　514
二代目の大睾丸（大玉）　　110, 111
二鷹　　254
仁太夫書上　　231, 244
日露講和条約　　103
日露戦争　　104, 239
日光写真器　　340
日清講和条約　　389
日清戦争　　29
になひ箱　　304
二八　　360, 図358
二八うどん　　362, 図358
二八即座けんとん　　360, 362
二八蕎麦（夜鷹蕎麦・風鈴蕎麦）
　　358, 図358
二番目の子　　50
二節（にふし）　　322
日本館　　28
日本祭文　　320
日本山海名物図会　　142
二本杖　　155
二枚歯の高足駄　　298
にゃんまみ陀仏　　509
ニュートンの法則　　229
二六　　図359
二六うどん　　362
二六そば　　362
二六にゅうめん　　362
俄（二加）　　17, 144, 398, 452
人魚　　451
人形　　366
人形芝居　　365, 366
人形浄瑠璃　　243, 302, 364, 379
人形遣い　　363, 302, 330, 350, 
　　図364
人魚（にんぎょう）の肉　　192
人形廻し　　132, 487
人形薬王散　　図366
人間界　　516
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人間記臆秘法　　158, 図158
忍術　　157
人参薬王散　　366
人相　　94, 177
人別帳　　13
人面彫　　177

ぬ

鵺　　419
鵺退治　　33
布　　298

ね

禰宜町　　227
猫八　　400
ねじ回し　　233
素人（ねす）　　478
ネタバラシ　　384
熱鉄曲折術　　図170
念写　　157
粘土　　139
念仏　　87, 88, 386, 462
念仏飴　　35
念仏踊り　　387
念仏堂　　24
念仏申し　　369, 387, 463, 図369
ねんまん（万年筆）　　420
　　→万年筆

の

能　　143
納経帳　　219
ノードク　　112, 249
野口雨情　　381
野口男三郎　　116
ノコギリ売り　　370, 250, 図370
覗き（のぞき）　　13, 323, 370, 371, 
　　373, 374, 375, 376, 図370, 371, 
　　372, 375
のぞき（のぞきからくり〔覗き絡繰〕）
　　370, 66, 153, 220, 323, 390, 
　　図152, 323, 373, 374
機関（のぞき）帰帆　　372, 373
後は昔物語　　378
野非人　　16
野武士　　480
ノミ屋　　120
のむき山人　　104, 501
暖簾（のれん）師　　156
野呂松（のろま・野郎間）　　133, 
　　363, 377, 378
野郎松勘兵衛　　363, 377
のろまつかひ　　378
野呂松人形（のろま人形）　　377, 
　　364

のろま米平　　378
のんき節　　382

は

ヴァイオリン　　107, 114, 379, 380
ヴァイオリン演歌　　379, 107, 350, 
　　379, 380
ヴァイオリンを弾く書生　　図379
歯医者　　152
売女（ばいた）
　　→隠売女（かくればいた）
パイノパイノパイ　　127, 380
売卜者　　30, 図30
売薬入替人　　186
売薬行商認証証　　366, 367
歯入れ（屋）　　199
博多独楽　　439
掃込婆　　383, 285, 図383
萩の乱　　101
歯清め（歯磨き）　　397
端布　　298
白蛇印　　285
葉薬　　420
博覧会　　383
白鯉館卯雲　　388
化物念代気　　385, 図385
箱入扇　　109
馬蝗絆　　276
箱目鏡　　47
梯子売り　　178, 図178
箸の供養　　402, 図402
芭蕉の実　　390
把針兼（はしりがね）　　89, 90
長谷川平吉　　63
葉煙草　　304
旗本　　225
八王子社　→八柱社（やはしらしゃ）
場違い　　314
鉢敲き　　386, 図386
八玉　　508
八人芸　　172, 411, 465, 466, 図465
鉢開き　　386
八文盛　　358
初尾　　418
発音機　　130, 図129
　　→街頭蓄音機
初興行　　30
はったい粉売り　　387, 図387
八打鉦（鐘）　　387, 図387
抜刀隊　　240
初音人形　　63
八百比丘尼　　192
初穂　　418
初物の値の高さ　　254
初夢宝船売り　　183

鳩の飼ひ（戒）　　426, 429, 515
噺家　　387, 図388
はなし物まね　　451
花園神社の見世物小屋　　図448
鼻高き面　　290
バナちゃん節　　390
バナナの叩き売り（糶り売り）
　　389, 250, 図389, 394
鼻捻　　414
花又鷲大明神　　31
花御堂　　338
花屋敷（やしき）　　26, 29, 506, 
　　図29
歯抜き（讃岐）の金比羅　　203
歯の治療　　24, 58
パノラマ館　　395, 図395
歯刷子（ブラシ）　　31
ハボク　　330
歯磨き　　13, 397, 398
歯磨売り　　397, 53, 58, 59, 405, 
　　439, 図397, 398
歯磨売り八郎左衛門　　59
歯磨粉　　24, 203, 398, 405, 420, 
　　439
囃し　　87
囃子方　　290
囃し物真似　　452
速須佐の雄　　531
早竹虎吉　　154
早撮り写真　　30
はやり唄　　372
払扇箱買い　　109
祓料　　224
原永惕（えいてき）　　297
腹踊　　179
原富　　342
腹を辰　　85, 図83
針　　173
針金（細工）売り　　398, 252, 図398
歯力　　400, 図400
針供養　→針の供養
張り子の馬　　183
張子の山がた　　372
頗梨采（頗梨采・婆利塞・はり才）女
　　50, 51, 532
張扇　　237
はりとう はりとう　　401, 305, 
　　図401
針の供養　　402, 51, 325, 図402
針を懐中にて多く糸通す術　　334, 
　　図334
春駒　　403, 180, 図403
春姫　　32
刃渡り　　167, 168
万巻　　174

番小屋　　214
反魂香　　58, 405, 441, 図405
反魂丹　　403, 13, 58, 439, 440, 441, 
　　図404, 405
蛮触　　173
バンソロ（算盤）　　405, 112, 162, 
　　249, 252, 図406
ばんた　　215
半田行人（稲荷）　　408, 485, 514, 
　　図408
半太夫節　　246
番太郎　　215
番人　　214

ひ

びいどろ細工　　450
火打　　296
火打ち石　　293
日吉大神　　223
東は春　　32
彼岸　　386
弾き語り　　342
引き摺り鐘伝説　　446
引手茶屋　　316
引札配り　　411, 図411
比丘尼　　88, 89, 95, 191, 192, 193, 
　　194, 図192, 193
比丘尼道中　　194
火消し人足　　211
髭題目　　265
彦山（英彦山）　　489, 490, 492
彦山権現垂迹縁起抜書　　図489
久田鬼石　　127, 128
柄杓　　71, 72, 193, 418
毘沙門天　　217
肥前座　　365
肥前節　　246
直垂　　290
常陸祭文　　320, 321
ヒツジ物　　505
必勝　　223
悲田院（寺）　　496
秘伝書　　167, 169
人集め　　11
人だかり　　520, 522
人たらし　　113
一つとせ節　　139
一ツ家の姥　　64
人めを未（ひつじ）　　85, 図83
人寄せ　　520, 522, 523
一人狂言　　227, 図227
独芸　　411
独り角力（相撲）　　412, 411, 図412
一人遣い　　302, 364
ひとり子（ね）　　82, 84, 図83

一人能　　87
雛祭り人形　　183
非人　　413, 15, 16, 348
非人小屋　　16
非人乞食　　496
非人配下　　204
火の車　　96
皹（ひび）　　79, 189, 191, 341
紐通し　　233
百戯　　153
百眼米吉　　398
百目歯磨売り　　図398
百面相　　64
拍子木　　136, 208, 215
瓢簞池　　27, 28, 図28
瓢簞の化け物　　379
火除地　　78, 509, 510
日和祈願　→御日和御祈願
日和下駄　　348
平絵紙芝居　　91　→紙芝居
平日　　15
平坊主　　17
平元結い　　155
広小路　　78, 510
広目屋　　411
琵琶歌　　415
琵琶湖　　80
琵琶の座頭　　39, 415, 図39, 414
琵琶法師　　414, 図414
びんざさら（編木）　　179, 194, 206, 
　　274
貧乏が先回り　　383
貧乏小唄　　381

ふ

鞴（吹鞴）　　60, 332
風神雷神　　138
風俗人形　　30
風流写絵　　451
風流師　　20
風鈴蕎麦（切）　　358, 360, 363
笛　　290
深編み笠　　87
深井志道軒　→志道軒
深川　　135
深川をどり　　145
深川節　　145
舞楽　　232, 289
吹合　　209
奉行所　　13
福島事件　　101
復飾　　530
福泉院　　137
福輪糖（ふくりんとう）　　41, 42, 
　　200, 図200

武家　　123
武家方　　225
普化宗　　417, 208, 210, 図417
房楊枝　　31, 397, 398
五倍子（ふし）　　31, 33
藤井小三郎　　364
不思議なる演説　　523
富士講　　254, 410, 464
富士山　　255
富士山縦覧場　　27, 255
富士山山開き　　109
節と啖呵（台詞）　　40, 321
富士松薩摩（掾）　　256
富士松敦賀太夫　→敦賀若狭掾
富士松流し　　247
富士松節　　243, 247, 256
節回し　　322
伏見稲荷　　136
不浄の説経　　147
布施　　121, 210
伏鉦　　111
豊前坊　　376
豊前坊天狗　　375
二股　→雁股（かりがねまた）
二人乞食　　417, 図417, 418
縁竿　　12, 154
不知山人　　128
浮沈遊泳自在の鵜　　図448
仏界　　517
仏号　　369
復興節　　382
仏餉取り　　418, 図418
不動金縛りの術　　70
不動明王　　217
船饅頭　　419, 119, 図419
府命　　215
振り按摩　　55, 56
振り売り　　16, 18, 55, 347
振易者　　94
振り声　　18
プリントゴッコ　　339, 340
古市　　21, 331
古扇　　302
古着屋街　　291
古札納め　　121, 473
古草鞋　　317
風呂屋　　388
豊後三派　　243, 246, 247, 301
豊後河太郎　　142
豊後節　　243, 247, 256, 301
ブンマワシ（廻し）　　342, 343, 
　　図343

へ

平曲　　97, 243, 244, 414, 466



索引（み～や）　1716　索引（へ～み）

平家物語　　248
平成不況　　105
平和節　　381
ヘタリ　　420
別当　　484, 530
ぺてん商法　　420
べな　　74, 図75
紅勘　　422, 図423
蛇女　　424, 518
蛇使い　　470
蛇の薬　　252
蛇娘　　424, 177, 図450
蛇屋　　425, 332
ヘラヘラ踊　　144
鄙萎（篦棒・べらぼう）　　428
弁慶　　318, 図317
弁士　　91, 107, 114, 379
弁舌　　474
褊綴（へんとつ）　　418
逸見式計算尺　　196
逸見治郎　　196
遍路・巡礼・六十六部（六部）　　428, 
　　514

ほ

法印　　515
法会　　12, 224, 338, 474
放下（放下師）　　430, 198, 223, 325, 
　　326, 図222, 430
法界節　　430, 512, 図291, 431
放下師　　384, 508
放下筌　　170, 333
放下僧　　326
忘却法　　158
反古（ほうぐ）染　　360, 362, 363
某権現　　530
泡（方）斎念仏　　431, 図432
　　→葛西念仏
疱瘡除け　　242
包丁売り　　432, 252
棒づくし　　146
ほうどう（法道）仙人　　283
豊年踊り　　145, 267
豊年斎梅坊主　→梅坊主
宝引　　326
法文　　147
宝満山　　492
法名　　237
法律書　→リツ（法律書・法律家）
法蓮　　490
ホーカイ節　　291
ポーツマス　　104, 239, 502
木履（ぼくり）　　199
黒子（ほくろ）取り　　433, 251
法華経　　514

保護色　　229
反古染　→反古（ほうぐ）染
菩薩界　　516
露店（ほしみせ）　　476, 477
墓所の幽霊　　434, 図434
ホタル籠　　351
牡丹に唐獅子 竹に虎　　434
発願　　369
ボックリ　　199
棒手（ぼて）振り　　18
ホニホロ　　42　→唐人飴売り
ホヤ（火屋）　　504
法螺貝　　492
暮露（ぼろ）　　209
本地垂迹説　　217, 223, 529, 530
本朝　　299
本朝世事談綺　　363
本手破手　　484
梵天　　26
盆の窪　　173
本屋　→ヤホン（本屋）
本を売る　　160, 162, 163

ま

間　　406
マーチング・スルー・ジョージア
　　381
舞子　　290
舞手　　289
毎冬入れ替え　　186
前帯　　123
前田正甫　　404, 439
前結び　　123
まかしょ　　436, 262, 図436
巻紙　　164
牧野大隅守　　498
マクテン　　94, 112, 330, 507
枕返し　　181, 326
枕の曲　　198
まけて戌　　84, 86, 図83
馬子　　419
勝る（魔去る・神猿）　　223, 224
マジック　　325
真白き富士の根　　380
待合所　　316
町おこし運動　　392
町火消し制度　　410
町奉行　　16, 231
松井喜三郎　→松井源左衛門
松井家由緒書　　58, 405, 439
松井源左衛門　　58
松井源左衛門と松井源水　　437, 
　　24, 31, 58, 59, 104, 112, 143, 151, 
　　181, 203, 249, 398, 404, 405, 420, 
　　図24, 405, 437, 440

松井源水　→松井源左衛門
松井須磨子　　380
松井屋源左（右）衛門
　　→松井源左衛門
松右衛門　　414
松川鶴市　　442, 図442
松坂屋　　79
末寺建立　　17
松の内　　109, 349
松尾の神　　369
松の声　　106, 379, 380
松本喜三郎　　64, 65, 66, 300
松本幸（講）四郎　　17, 144
マネキン　　30, 61
まぶ　　491
魔法　　11
豆蔵　　82, 383, 384, 496
魔除け　　223, 242
マラ坊主　　237
マリオネット　　29
丸本　　364
円山公園　　531
萬橘（まんきつ）のヘラヘラ踊
　　144, 図144
萬金丹　　144
万歳　　443, 180, 403, 図180, 443
万作踊り　　143
万次郎が藤次　　182
曼荼羅　　192
漫談家　　113
万亭応賀　　82, 84
万徳円満の仏号　　88
万年筆　　444, 73, 251, 353, 354, 
　　図444

み

三井寺へ行こう　　446, 図446
御厩　　225
磨き師　　199
御神楽　　290　→神楽
三河万歳　　99, 219, 220, 443, 444
蜜柑の皮陳皮　　355
巫女　　187
水飴　　153
水売り　　446, 図446, 447
水絡繰（からくり）　　366, 449, 453, 
　　455
身過ぎ　　290
水茶屋　　24, 172, 316, 341, 図316　

→茶屋
水ぬり絵　　140
水を赤くする術　　333, 図334
見世物　　447, 13, 53, 62, 63, 64, 66, 
　　77, 78, 168, 172, 255, 298, 442, 
　　457, 510, 511, 図79

見世物絵看板 絵師を探す　　455
見世物興行　　29, 510
見世物小芝居　　173
見世物小屋　　27, 67, 78, 82, 143, 
　　383, 448, 455, 456, 505, 511, 518, 
　　図171, 173, 448
みそこし　　21
霰糖（みぞれとう）　　200, 図200
見立女六歌仙　　63
三田村鳶魚　　365
見附の清左衛門　　297
三俣　　457, 172, 442, 図457
南町奉行　　12, 13, 464
源頼朝　→頼朝
源頼政　→源三位（げんさんみ）頼政
源頼光　　176
実りの秋　　458
三橋　　80
身振り　　13
身分　　204
耳かき　　233
耳の垢取り　　458, 図458
宮古路加賀太夫　　256
宮古路豊後掾　　243, 247
都太夫一中　　243, 247
都屋都楽　　90
宮島　　155, 331
宮地芝居　　26, 177, 図24
明恵上人　　237
三好想山　　110
みるによるたかり方　　521
見る目嗅ぐ鼻　　96
三輪素麺　　312
三輪をひやす　　312
ミンサイ（催眠術）　　459, 112, 249
民撰議員設立建白書　　101

む

昔々物語　　360, 362
昔物語　　496
向う張り　　479
向両国　　510, 511
武蔵国府太鼓　　345
蒸蕎麦　　359
むじな　　132
虫歯治療　　203
無宿　　16
無上霊宝祈禱加持　　460, 図460
莚　　330
娘　　355
無声映画　　91
武塔天神　　531
無名　　図307

め

明治館　　28
鳴導（釜鳴り）　　148
明暦の大火　　509
目かつら　　398
眼鏡絵　　153, 371, 372, 図372
眼鏡絵系のぞき　　371, 372, 373
　　→のぞき
めくらまし（幻戯）　　11, 154, 299, 
　　334, 図153
飯をめしという訓義　　461
めでた亥　　84, 86, 図83
めんつう　　414

も

亡者　　96
木魚講　　462, 図462, 463
木馬館　　28
木版（サワラ）　　499
目連尊者　　97
文字絵尽　　131
もしほ　　304
餅網売り　　109
餅花　　351
元結（モットイ）　　327
モデルノロヂオ　　520
もの言う機械　　129
物売り系大道芸　　11, 12, 15
物語　　202, 467
物語系のぞきからくり　　371, 373
物乞い　　293, 351
物真似　　465, 11, 12, 82, 204, 341, 
　　451, 475, 図465
物貰い　　20, 147, 302, 325, 350
ものよし　　180, 図181
物読み　　466, 204, 297, 図297, 467
もみけし人形　　62, 182, 299
木綿の高荷　　48
桃橙　→菓子の桃橙…
桃太郎　　145
ももんぐわあ　　133
森田座　　26, 77
守山黄竜侯　　61
紋章上絵師　　140
門太夫（小川）　　225
モンタン　　420

や

八百比丘尼　　192
八百屋お七　　122, 123, 374
矢女　　26
八からかね　　387
やかんひこう（夜間飛行）　　76, 
　　447, 図76

焼ウラツ（焼占）　　468, 92, 93, 250, 
　　図468
焼継ぎ　　469, 275
焼き唐辛子　　355
薬王散　→人参薬王散
厄おとし　　473
薬師　　12, 474, 490, 529
薬草売り　　470, 250, 253, 483, 
　　図470, 471
薬祖講　　52
厄払い　　473, 121, 図473
厄病除け　　223
厄除神　　242
櫓下　　364
薬研堀　　355
薬研堀七色唐辛子　　355
ヤサウチ　　477, 478
八坂神社　　529, 531
香具師（矢師）（野師・ヤシ）　　474, 
　　12, 13, 14, 22, 31, 52, 77, 112, 
　　113, 150, 154, 156, 159, 160, 162, 
　　163, 165, 183, 210, 211, 249, 258, 
　　278, 334, 341, 367, 405, 417, 432, 
　　433, 439, 440, 466, 470, 476, 477, 
　　478, 480, 490, 491, 492, 506, 507
香具師社会　　480
香具師の内幕 ゴールド会社
　　475, 図475
香具師の全貌　　479, 図479
安来節　　27
休茶屋　　316
安本亀八　　29, 30
八つ折編笠　　317
八橋検校　　484
八橋流　　484
雇い止め　　105
無宿（やどなし）　　16
谷中笠森（瘡守）稲荷　→笠森稲荷
谷中感応寺　→感応寺
柳川検校　　484
柳の稲荷　　485, 図410, 485
柳原河岸・土手　　291, 298
柳屋お藤　　31, 33, 136, 137, 398
屋根船　　136
矢場　　26, 494
八柱社（八王子社）　　532
夜半の追憶　→男三郎の歌
矢拾（やひろい）女　　26
藪入り　　289
ヤホン（本屋）　　485, 345
邪馬　　11
豪猪（やまあらし）　　454
山嵐（猪）　　177
山男　　453
山雀（やまがら）芸当　　29, 図29
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山雀の御籤　　487, 252, 図487
山師　　158, 159
山下　　78, 80
山下の大金玉（きんたま）　　111, 
　　図111
邪馬台国　　11
八岐大蛇　　532
山猫　　48, 99, 131, 132, 133, 188, 
　　487, 図47, 488
山猫廻し　　487, 47, 131, 132, 133, 
　　図130, 131
山ばも　　33
山伏　　488, 70, 492, 図488
山伏祭文　　220
山伏の寒行　　493
山伏の杜欽（ときん）　　492
山本一馬　　158, 159
闇市　　292

ゆ

遊観場　　27
遊女　　123, 135, 196
幽霊　→墓所の幽霊
由佐波利（ゆさぶり）　　12, 154

よ

よいやなア　　494, 図494
洋楽器　　107
楊弓（楊弓場）　　494, 24, 26, 82, 
　　172, 177, 図25, 494
　　→土弓（どゆみ）
謡曲　　97, 106, 243
楊枝店　　31, 33, 図32, 33
楊枝店の婆　　31, 32
養寿院　　137
瓔珞　　290
楊柳　　494
与勘平（膏薬）　　495, 200, 図495
与吾連（よごれ）太夫　　496, 341, 
　　図496
葦（葭）簀張り　　297, 467
吉田町　　419
吉田屋小吉　　499
与次郎　　496, 21, 202, 498, 図497
吉原　　135, 341
吉原小唄　　240
世過ぎ　　290
寄席　　113, 387, 511
夜鷹　　119, 419
夜鷹蕎麦　　358, 360, 363
四ッ竹　　497, 222, 図497
四谷鮫谷橋　　42
米沢彦八　　388
呼笛　　209
読売（ヨミ）　　498, 102, 103, 104, 

　　479, 図498
読売団体　　103
頼朝　　46
よりとも（頼朝）の石塔　　21
頼朝公御証文写　　46
与論小唄　　104, 239, 240, 501
与論ラッパ節　　104, 239, 501

ら

雷公の与次郎　　151
羅宇屋・らお（らう）すげ替え
　　500, 305, 309, 図500, 501
落語　　151, 387, 388, 389
らくだ　　74, 76, 図75
ラッパ節　　501, 103, 104, 239, 240, 
　　379, 図501, 502, 503
ランプ売り　　503

り

律　→律戒
リツ（法律書）　　505, 112, 249, 
　　図505
律戒（戒律）　　88
立憲改進党　　101
立志社　　101
琉球　　147, 275, 364
竜宮の支配所　　172
輪鼓（りゅうご）　　507, 329
龍の鯱立　　図173
凌雲閣　→十二階
両国 猫う院（回向院）仏施　　509, 
　　図509
両国橋　　298, 299, 510
両国広小路　　509, 26, 154, 168, 
　　385, 400, 図509
両大神宮のさかい　　21
悋気　　111, 495
輪鼓　→輪鼓（りゅうご）
輪王寺宮　　79, 464

る

坩堝　　60

れ

霊　　125
鈴　　290
霊感　　157
霊感院　　62
霊宝　　178, 図178
歴々の息子　　100, 101
レコード　　106, 107
連歌師　　512, 図512
連管　　209
連木（すりこぎ）　　178
レントゲン（エックス・透視眼鏡）

　　513, 249, 図513

ろ

弄丸　　46, 図46
浪曲　　34, 321　→浪花節
蠟原紙　　339, 340
ローラー　　340
露休　　388
六宗　　462
六十六部　　514, 428, 図428, 429, 
　　515
六道　　516
六道の辻　　95
六道輪廻　　516
六番目の娘　　50
六部　→六十六部
六魔（ろくま）　　516, 82, 94, 112, 
　　330, 507
六魔師　　517, 図516, 517
六文の銭　　95
ろくろ首　　518, 229, 453, 図518, 
　　519
廬生が夢も粟のつき立て　　54
露天　　11, 258
露店　→露店（ほしみせ）
露天（店）の花形　　330
露天商（商人）　　140, 280, 329, 330, 
　　480, 518
露店商協同組合　　162
露店商人の姿勢（挨拶）　　518, 
　　図520
露店大道商人の人寄せ人だかり
　　519, 図521, 523
露店の始まり　　524, 図524

わ

わいわい天王　　527, 262, 436, 437, 
図527, 528, 529

若獅子　　452
和楽器　　107
若菜売り　　180, 図181
若山牧水　　390
和漢三才図会　　217, 258
話芸（話術）　　11, 113, 161
和讃　　386
和太鼓　　345
和田守記憶法　　160
和田守菊次郎　　157, 158, 159
和中散　　272
鰐口　　369
和洋折衷　　107, 379
草鞋　　297, 387, 418
割竹　　271
割札　　120
ワンチャ（茶碗）　　533, 252


