
箱№ 回数 年
大型

／小型 鏡絵画題 袖　絵 見送り絵画題 作　者 備考

1 第1回 昭和39年 大型 呉越軍談「伍子胥奮戦」 - 竹森　節堂

2 第1回 昭和39年 大型 - 風神 ・雷神 伯羸女 竹森　節堂 ための部分なし

第1回 昭和39年 小型 水滸伝「武松勇力の図」 一丈青 石沢　龍峡 現物はNo.83～84ｶ

3 第2回 昭和40年 大型 秦始皇帝「危難を突破す」 平安美人 竹森　節堂

大型 三国志「関羽五関を破る」 - 竹森　節堂

小型 水滸伝「武松兄 ・・・・・・す」 - 石沢　龍峡

大型 - 風神 ・雷神 唐美人(仮称) 竹森　節堂

小型 - ○（タイトル不明） 石沢　龍峡

大型 水滸伝「花和尚奮闘」 - 竹森　節堂

小型 三国志「趙雲勇戦」 - 石沢　龍峡

大型 - 風神 ・雷神 八重垣姫 竹森　節堂

小型 - ○（タイトル不明） 石沢　龍峡

8 第5回 昭和43年 大型 三国志「関羽五関の危難を突破の図」 風神 ・雷神 娘道成寺 竹森　節堂

第5回 昭和43年 小型 三国志「張飛奮戦の図」 石沢　龍峡

9 第6回 昭和44年 大型 水滸伝「呼延灼と一丈青力戦の図」 風神 ・雷神 白拍子(仮称) 竹森　節堂 市長賞

10 第7回 昭和45年 大型 水滸伝「花和尚奮戦之図」 寒牡丹 女丈夫(仮称) 石沢　龍峡
弘前観光協会会長賞

奨励賞

11 第8回 昭和46年 大型 木蘭勇戦之図 - 石沢　龍峡
弘前商店街
連盟会長賞

12 第8回 昭和46年 大型 - 木蘭帰郷之図 石沢　龍峡
弘前商店街
連盟会長賞

タメ1点

大型 中大兄王子入鹿を誅す - 石沢　龍峡

小型 ○（タイトル不明） - 石沢　龍峡

大型 - 龍と天女(?) 吉祥天(仮称) 石沢　龍峡

小型 - ○（タイトル不明） 石沢　龍峡

6

■色は「津軽の華」（弘前大学出版会，2004）掲載

弘前大学蔵ねぷた絵（大型・小型）目録（絵題一覧）

第4回 昭和42年

7 第4回 昭和42年

4 第3回 昭和41年

5 第3回 昭和41年

第9回 昭和47年

14 第9回 昭和47年

13
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■色は「津軽の華」（弘前大学出版会，2004）掲載

弘前大学蔵ねぷた絵（大型・小型）目録（絵題一覧）

大型 三国志「南蛮王猛獲奮戦」 - 阿部　義夫 知事賞

小型 ○（タイトル不明） - 阿部　義夫

大型 - 風神 ・雷神 孫夫人 阿部　義夫 知事賞

小型 - 波にツル ○（タイトル不明） 阿部　義夫

大型 三国志「甘寧奮戦之図」 - 阿部　義夫

小型 ○（タイトル不明） - 阿部　義夫

大型 - 風神 ・雷神 西施 阿部　義夫

小型 - ○（タイトル不明） 阿部　義夫

大型 三国志「韓當奮戦之図」 風神 ・雷神 王昭君 阿部　義夫

小型 ○（タイトル不明） - 阿部　義夫

大型 三国志「祝融夫人飛剣之図」 - 阿部　義夫

小型 ○（タイトル不明） ○（タイトル不明） 阿部　義夫

21 第13回 昭和51年 大型 - 風神 ・雷神 西施 阿部　義夫

大型 三国志「馬超奮戦之図」 - 阿部　義夫

小型 ○（タイトル不明） -

大型 - 風神 ・雷神 王昭君 阿部　義夫

小型 - ○（タイトル不明）

大型 三国志「孫権奮戦之図」 風神 ・雷神 楊貴妃 阿部　義夫

小型 ○（タイトル不明） ○（タイトル不明）

25-① 第16回 昭和54年 大型 - 静御前 阿部　義夫

25-② 第16回 昭和54年 大型 碁盤忠信奮戦之図 - 阿部　義夫

大型 水滸伝「李逵奮戦之図」 - 阿部　義夫

小型 ○（タイトル不明） 雪山 男が子供をかたにのせている 西谷　昭

27 第17回 昭和55年 大型 - こまいぬ 九天玄女 阿部　義夫

16 第10回 昭和48年

17 第11回 昭和49年

18 第11回

15 第10回 昭和48年

昭和49年

19 第12回 昭和50年

20 第13回 昭和51年

22 第14回 昭和52年

23 第14回 昭和52年

24 第15回 昭和53年

26 第17回 昭和55年
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大型 三国志「甘寧奮戦之図」 風神 ・雷神 羅刹女 阿部　義夫 うちわ1点

小型 関羽五関を破る
子供の相撲

かまくら
- 鈴木　寛

大型 水滸伝「一丈青扈三娘」 - 阿部　義夫

小型 関羽 - 鈴木　寛

大型 - 風神 ・雷神 母夜叉・孫二娘 阿部　義夫

小型 -
東奥男児意

気剛也
○（タイトル不明） 鈴木　寛

大型 水滸伝「花和尚奮戦之図」 - 三浦　呑龍 うちわ1点

小型 ○（タイトル不明） - 西谷　昭

大型 - 天女 慈母観音 三浦　呑龍

小型 - ○（タイトル不明） 西谷　昭

33 第21回 昭和59年 大型 水滸伝「丁得孫勇戦之図」 - 高橋　翔龍 その他7点

大型 - 龍 一丈青扈三娘 高橋　翔龍

小型 ○（タイトル不明） 龍に波 ○（タイトル不明） 西谷　昭

大型 三国志「孫堅奮戦之図」 - 阿部　義夫 その他6点

小型 ○（タイトル不明） ○（タイトル不明）

36 第22回 昭和60年 大型 - 風神 ・雷神 王昭君 阿部　義夫

大型 三国志「甘寧奮戦之図」 - 阿部　義夫

小型 三国志「馬超奮戦之図」 - 西谷　昭

大型 - 風神 ・雷神 崔夫人 阿部　義夫

小型 - 龍虎 九天玄女 西谷　昭

39 第24回 昭和62年 大型 水滸伝「一丈青奮戦之図」 - 阿部　義夫
タイトル2点
うちわ1点

40 第24回 昭和62年 大型 - 風神 ・雷神 一丈青扈三娘 阿部　義夫

41 第25回 昭和63年 大型 三国志「呉の丁奉魏軍の韓綜を伐つ」 - 阿部　義夫 うちわ1点

28 第18回 昭和56年

29 第19回 昭和57年

30 第19回 昭和57年

31 第20回 昭和58年

32 第20回 昭和58年

34 第21回 昭和59年

35 第22回 昭和60年

37 第23回 昭和61年

38 第23回 昭和61年
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42 第25回 昭和63年 大型 - 風神 ・雷神 唐美人 阿部　義夫

大型 水滸伝「黒旋風李逵奮戦之図」 - 阿部　義夫
タイトル2点
うちわ1点

小型 文鴦奮戦之図 - 西谷　昭

大型 - 風神 ・雷神 傾国盛寵 阿部　義夫

小型 - 孫夫人 西谷　昭

大型 水滸伝「九紋龍勇戦之図」 - 八嶋　龍仙
その他1点
うちわ1点

小型 水滸伝 -

大型 - 風神・雷神 唐美人 八嶋　龍仙

小型 - 龍図五態 甘夫人

大型 三国志「勇猛張飛之図」 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 大江山 -

大型 - 風神・雷神 楽女 八嶋　龍仙

小型 - 舌切すずめ 鈴木　寛

大型 三国志「祝融夫人張嶷生捕之図」 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 ○（タイトル不明） ○（タイトル不明） 八嶋　龍仙

50 第29回 平成4年 大型 - 祝融夫人 八嶋　龍仙

大型 三国志「関羽奮戦之図」 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 一丈青奮戦之図 ○（タイトル不明） 八嶋　龍仙

52 第30回 平成5年 大型 - 風神・雷神 甘夫人 八嶋　龍仙 その他6点

大型 三国志「葭萌関に張飛馬超と奮戦の図」 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 - ○（タイトル不明） 八嶋　龍仙

54 第31回 平成6年 大型 - 風神 ・雷神 三国志　李氏 八嶋　龍仙

大型 鍾馗奮戦之図 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 2点（タイトル不明） - 八嶋　龍仙

44 第26回 平成元年

43 第26回 平成元年

46 第27回 平成2年

45 第27回 平成2年

47 第28回 平成3年

49 第29回 平成4年

48 第28回 平成3年

51 第30回 平成5年

53 第31回 平成6年

55 第32回 平成7年
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大型 - 風神 一丈青扈三娘 八嶋　龍仙

小型 - ○（タイトル不明） 八嶋　龍仙

大型 三国志「趙雲幼坊阿斗を救う図」 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 祝融夫人奮戦図 - 八嶋　龍仙

大型 - 風神 ・雷神 糜夫人（びふじん） 八嶋　龍仙

小型 - ○（タイトル不明） 八嶋　龍仙

59 第34回 平成9年 大型 三国志「黄忠奮戦之図」 - 八嶋　龍仙

大型 - 雷神 甘夫人 八嶋　龍仙

小型 - ○（タイトル不明） 八嶋　龍仙

大型 三国志「祝融夫人飛剣の図」 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 ○（タイトル不明） - 八嶋　龍仙

大型 - 風神 ・雷神 三国志　李氏 八嶋　龍仙 ひも1本

小型 - ○（タイトル不明） 八嶋　龍仙

大型 三国志「呂布董卓を暗殺の図」 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 花和尚奮戦之図 - 八嶋　龍仙

大型 - 風神 ・雷神 三国志　歌姫貂蝉 八嶋　龍仙

小型 - 一丈青 八嶋　龍仙

大型 三国志「関興猇亭之一戦」 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 ○（タイトル不明） - 八嶋　龍仙

大型 - 雷神 唐美人 八嶋　龍仙

小型 - ○（タイトル不明） 八嶋　龍仙

大型 三国志「張飛賊軍を破る」 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 三国志「関平奮戦之図」 - 八嶋　龍仙

68-① 第38回 平成13年 大型 - 風神 祝融夫人 八嶋　龍仙

68-② 第38回 平成13年 小型 - ○（タイトル不明） 八嶋　龍仙

56 第32回 平成7年

57 第33回 平成8年

58 第33回 平成8年

60 第34回 平成9年

61 第35回 平成10年

62 第35回 平成10年

63 第36回 平成11年

64 第36回 平成11年

65 第37回 平成12年

66 第37回 平成12年

67 第38回 平成13年
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大型 三国志「黄忠奮戦之図」 - 八嶋　龍仙 うちわ2点

小型 三国志「関興奮戦図」 - 八嶋　龍仙

大型 - 風神 ・雷神？ 三国志　歌い女貂蝉 八嶋　龍仙

小型 - ○（タイトル不明） 八嶋　龍仙

大型
水滸伝「魯智深（ろしちん），林冲（りんちゅう）を
救う」

- 八嶋　龍仙 うちわ2点

小型 水滸伝「一丈青奮戦図」 - 八嶋　龍仙

大型 - 風神 ・雷神？ 一丈青扈三娘（いちじょうせいこさんじょう） 八嶋　龍仙

小型 - ○（タイトル不明） 八嶋　龍仙

大型 三国志「趙雲，宝剣青釭で阿斗を救う」 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 三国志「張飛奮戦之図」 - 八嶋　龍仙

大型 - 風神 ・雷神 甘夫人 八嶋　龍仙

小型 - 唐美人 八嶋　龍仙

大型 三国志「関羽の神霊，関興を救う」 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 三国志「関興奮戦図」 - 八嶋　龍仙

大型 - 風神 ・雷神 祝融夫人 八嶋　龍仙

小型 - 唐美人 八嶋　龍仙

大型 三国志「馬超夢の中に猛虎出現」 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 水滸伝「一丈青奮戦之図」 - 八嶋　龍仙

大型 - 風神 ・雷神 楽女 八嶋　龍仙

小型 - 祝融婦人 八嶋　龍仙

大型 水滸伝「黒旋風李逵奮戦之図」 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 三国志「張飛奮戦之図」 - 八嶋　龍仙

69 第39回 平成14年

70 第39回 平成14年

71 第40回 平成15年

72 第40回 平成15年

73 第41回 平成16年

74 第41回 平成16年

75 第42回 平成17年

76 第42回 平成17年

77 第43回 平成18年

78 第43回 平成18年

79 第44回 平成19年
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■色は「津軽の華」（弘前大学出版会，2004）掲載

弘前大学蔵ねぷた絵（大型・小型）目録（絵題一覧）

大型 - 風神 ・雷神 王嬌枝 八嶋　龍仙

小型 - 唐美人 八嶋　龍仙

大型 水滸伝「瓊英奮戦の図」 - 八嶋　龍仙 うちわ1点

小型 鍾馗之図（未確認） - 八嶋　龍仙

大型 - 風神 ・雷神 一丈青 八嶋　龍仙

小型 - 唐美人 八嶋　龍仙

83 不明 不明 小型 3点（タイトル不明） 2点（タイトル不明）
昭40か43のいずれ

か

84 不明 不明 小型 2点（タイトル不明） 3点（タイトル不明）
昭52～54のいずれ

か

85 不明 不明 その他（ネプタ絵展示用？）

大型
三国志「于吉仙人（うきちせんにん）の霊，孫策
（そんさく）を悩す」

八嶋　龍仙 弘前ねぷた保存会賞

小型 水滸伝「九紋龍奮戦之図」 八嶋　龍仙 うちわ1点

大型 - 風神 ・雷神 呉夫人（ごふじん） 八嶋　龍仙

小型 - 唐美人 八嶋　龍仙

大型
三国志「趙雲江（ちょううんこう）を截って阿斗（あ
と）を奪う」

聖龍院龍仙 うちわ1点

小型 三国志「呂布奮戦之図」 聖龍院龍仙

大型 - 風神 ・雷神 孫夫人（そんふじん） 聖龍院龍仙

小型 - 唐美人 聖龍院龍仙

大型
水滸伝「一丈青扈三娘(いちじょうせいこさんじょ
う)奮戦図」

風神
一丈青扈三娘（いちじょうせいこさんじょ

う）
聖龍院龍仙 うちわ1点

小型 水滸伝「九紋龍奮戦之図」 唐女 聖龍院龍仙

大型 三国志「躍竜潭神(やくりゅうたんしん)出現の図」 雷神 甘夫人 聖龍院龍仙 うちわ1点

小型 鍾馗(しょうき)邪気退散図 唐美人 聖龍院龍仙

第48回 平成23年

88 第47回 平成22年

89

第46回 平成21年

87 第46回 平成21年

80 第44回 平成19年

81 第45回 平成20年

82 第45回 平成20年

第47回 平成22年

86

第49回 平成24年

90

91

7



箱№ 回数 年
大型

／小型 鏡絵画題 袖　絵 見送り絵画題 作　者 備考

■色は「津軽の華」（弘前大学出版会，2004）掲載

弘前大学蔵ねぷた絵（大型・小型）目録（絵題一覧）

大型 水滸伝「一丈青奮戦之図」 風神 ・雷神 一丈青 聖龍院龍仙 うちわ1点

小型 花和尚奮戦図 唐美人 聖龍院龍仙

大型 三国志「甄姫(しんき)の宿命」 雷神 甄姫 聖龍院龍仙 うちわ1点

小型 鍾馗(しょうき)出現 一丈青 聖龍院龍仙

大型 三国志「勇猛夏侯惇（かこうとん）之図」 雷神 唐美人 聖龍院龍仙 うちわ1点

小型 水滸伝「一丈青奮戦之図」 唐美人 聖龍院龍仙

大型 鍾馗(しょうき)邪気退散乃図 雷神 唐美人 聖龍院龍仙 うちわ1点

小型 祝融夫人飛剣之図 唐美人 聖龍院龍仙

大型 祝融夫人 張嶷を生け捕る 風神 ・雷神 祝融夫人 聖龍院龍仙 うちわ1点

小型 張飛奮戦之図 唐美人 聖龍院龍仙

大型 関羽五関を突破する図 風神 貂蟬 聖龍院龍仙 うちわ1点

小型 祝融夫人奮戦図 祝融夫人 聖龍院龍仙

大型 朱鍾馗の図 風神 唐美人 聖龍院龍仙 うちわ1点

小型 張飛奮戦之図 一丈青 聖龍院龍仙

大型 神農疫病滅敵図 風神 ・雷神 西王母 聖龍院龍仙 うちわ1点

小型 鍾馗疫病終息之図 唐美人 聖龍院龍仙

大型 三国志「孔明と五虎大将の図」 雷神 孫夫人 聖龍院龍仙 うちわ1点

小型 張飛奮戦之図 龍之図 唐美人 聖龍院龍仙

大型 三国志「木鹿大王難を封じる図」 風神 ・雷神 唐美人 聖龍院龍仙

小型 一丈青奮戦之図 一丈青 聖龍院龍仙

98

平成26年

92 第50回 平成25年

93 第51回

94 第52回 平成27年

101
合同
運行

不参加
令和4年

令和2年

95 第53回 平成28年

96 第54回 平成29年

100
合同
運行
中止

令和3年

第56回 令和元年

97 第55回 平成30年

99
合同
運行
中止

8


