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パスファインダーとは、あるテーマや事柄について調べるときに役立つ、資料やツールを紹介する「情報探索

ガイド」です。このパスファインダーでは、吉原を知るための手掛かりとなる、基本的な資料をご案内します。 

 

 

よしわら 吉原〈台東区・中央区〉 

〔近世～近代〕江戸期～昭和３３年の公許遊廓地。江戸幕府は元和３年に，それまで市中数か所に散在 

していた遊女屋を集めて，葺屋(ふきや)町の東隣り２町四方の地(現在の中央区日本橋人形町付近)に遊廓 

をつくることを許可した。ヨシの生い繁る湿地を埋めたてて遊郭を建設したので，はじめは葭原(よしわら) 

と称したが，のち縁起のよい吉原に改めたという。［中略］ やがて江戸の町の発展に伴い，吉原が市街地の 

中心部になったため，明暦 2年幕府は業者に対し，１万両余の移転料の支給，５割増の敷地の下付，寛永 

17年以来禁じていた夜業の許可などを条件に，郊外地への移転を命じた。翌３年の明暦大火による類焼が 

移転に拍車をかけ，同年 8月，浅草千束(せんぞく)村（現在の台東区千束）への移転を完了した。以後， 

この地を「新吉原」と呼び移転前の地を「元吉原」と称するようになった。［中略］明治 5年娼妓開放令が 

出されたが，公娼制度は明治期以降も存続，終戦後の昭和 21年公娼廃止がＧＨＱにより指令され，遊廓は 

特飲街と名を改めた。昭和 33年売春防止法の施行によって吉原は消滅した。 

                        『角川日本地名大辞典 13東京都』 1978 角川書店 (P745) 

 

          

 

 

 

 

はい、お答えします  

吉原は系統的な研究者が少なく、未だ研究途上の事柄が多くあります。ここでは 

ご参考として、レファレンスの基本資料のなかから上記の一例を挙げました。 

台東区立中央図書館では長年にわたり、さまざまな吉原関係の資料を収集しています。 

レファレンスやお問い合わせも多いため、郷土・資料調査室に「吉原関係資料」の別置コーナー 

（棚番号５）を設け、一カ所で網羅的な調査ができるよう、資料をご用意しました。裏面掲載の 

資料のほか、一般資料もあわせてご活用ください。 

 

郷土・資料調査室 パスファインダー №5 改訂３版 

「吉 原 を 知 る」 

 

吉原の成り立ちについては 

「いろいろ見解がある」 

と聞いたことがあります｡ 
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タイトル 請求記号 資料 ID 場所 

★概要・地誌などがわかるもの 

日本国語大辞典 第 20巻（P154「よしわら」） R813.1 ニ 120777503 棚 4 

角川日本地名大辞典 13東京都（P745「よしわら」） T291.0 カ 113015275 棚 9 

日本歴史地名大系 13 東京都（P231「元吉原」P632「新吉原」） T291.3 ト 113325351 棚 10 

大日本地誌大系 1 御府内備考 第一巻（P405「新吉原」） T291.0 ダ 122422470 棚 9 

大日本地誌大系 7 新編武蔵風土記稿 第一巻（P298「竜泉寺村」） T291.0 ダ 122418791 棚 9 

★成り立ち、風俗など全体がわかるもの 

台東区史 通史編 Ⅱ (P144「第五節 吉原細見」) T213.6 タ 113605679 

棚 9 

台東区史 通史編 Ⅲ (P584「第二節 吉原と自由廃業」) T213.6 タ 113605687 

新吉原史考 台東叢書 吉原 T384.9 シ 111549887 

棚 5

吉原 

江戸吉原図聚 吉原 T384.9 ミ 113702237 

日本書誌学体系 72 吉原細見年表 吉原 T384.9 ヨ 113083521 

川柳吉原図会 吉原 T384.9 ハ 110711926 

吉原史話 吉原 T384.9 イ 121305023 

吉原夜話 吉原 T384.9 キ 114458516 

吉原風俗資料 吉原T384.9ヨ 111675278 

新吉原画報・劇場図絵 吉原T384.9ツ 111961215 

★遊女や店についてわかるもの 

江戸吉原叢刊 第一巻～六巻 遊女評判記 吉原 T384.9 エ 113705719 他 

棚 5

吉原 

江戸吉原叢刊 第七巻 吉原細見 吉原 T384.9 エ 113777619 

吉原細見 江戸美女競 吉原 T384.9 エ 113979397 

吉原今昔図 吉原 T384.9 ヨ 113949143 

江戸吉原の経営学 吉原 T384.9 ヒ 114896111 

吉原 辻村ジュサブローの世界 吉原 T759 ツ 113994826 

★錦絵（浮世絵）がわかるもの 

浮世絵に見る江戸の暮らし T721.8 ウ 110123627 棚 13 

図説浮世絵に見る江戸の一日 吉原 T721.8 ズ 122651961 

棚 5

吉原 
図説浮世絵に見る江戸の歳時記 吉原 T721.8 ズ 122645971 

図説浮世絵に見る江戸吉原 吉原 T384.9 ズ 114028061 
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★吉原細見について 

 

吉原細見（よしわらさいけん） 

江戸吉原の遊郭の遊女屋、遊女の名・位付、芸者・茶屋・船宿の名、揚代、紋日・名物などを細かく 

記して毎年発行した案内用の冊子。           『日本国語大辞典 第 2版』 2002 小学館 

 

 

央図書館では、江戸後期から明治にかけて発行された『吉原細見』を収集・整理・保存し、 

貴重資料としてデータ公開をしています。貴重資料データベースの公開については 

当館発行『貴重資料データベース操作ガイド』 

もしくは http://www.city.taito.lg.jp/index/library/kyodo/0908180957246.html  

をご覧ください。 

★吉原細見複製本        

タイトル 発行 資料 ID 場所 

〔新吉原細見記〕 文化 15（1818）年 初春  蔦屋 重三郎 111618377 

棚 5

吉原 

〔新吉原細見記〕 文政 9（1826）年 初秋   蔦屋 重三郎 111643334 

〔新吉原細見記〕 天保 11（1840）年 春   伊勢屋 三次郎 111642682 

〔新吉原細見記〕 嘉永元（1848）年 初秋   玉屋 山三郎 111643367 

〔新吉原細見記〕  嘉永 2（1849）年 秋      111642690 

〔新吉原細見記〕 嘉永 2（1849）年 初春   玉屋 山三郎 113176762 

〔新吉原細見記〕 安政 2（1855）年 初春   玉屋 山三郎 111643342 

〔新吉原細見記〕 文久元（1861）年 初秋   玉屋 山三郎 111643326 

〔新吉原細見記〕 慶応 4（1868）年 春    玉屋 山三郎 113110597 

新吉原細見記   明治 5（1872）年 春    玉屋 山三郎 111642641 

改正新よし原細見記 明治 13（1880）年 11 月 児玉 弥七 113176788 

娼妓細見〔新吉原細見記〕 明治 16（1883）年 3月 江戸町名俚俗研究会 111618351 

〔新吉原細見記〕 明治 16（1883）年 3月 藤田 吉右衛門 111642674 

吉原独案内〔新吉原細見記〕 明治 17（1884）年 4 月 吉田 左馬太郎 113176796 

遊廓穴さがし   明治 20（1887）年 12月 土田 吉五郎 111643318 

新吉原細見     明治 20（1887）年 12月 篠崎 喜兵衛 113110605 

新吉原細見     明治 34（1901）年 4 月 江原 梅松 111642666 

※〔新吉原細見記〕：原書にタイトル表記がないため、その内容からタイトルを推測し、〔 〕を付してあります。  

中 
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★国立国会図書デジタルコレクションで浮世絵（錦絵）を見る 

 

 

立国会図書館デジタルコレクションは、国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を検索・閲覧    

できるサービスで、お持ちのスマートフォン・タブレット・PCなどから、約 1万 1千点もの錦絵を楽しむこ

とができます。 

 

 

１．国立国会図書館デジタルコレクションにアクセス http://dl.ndl.go.jp/  

 

２． 古典籍 選択 

    

   ３．左側の 絞り込み から インターネット公開資料 を選択 

 

⇒ 絞り込み後に表示される 古典籍資料（貴重書等） の下に表示される結果が閲覧総数です。 

  

⇒  錦絵(10986)  2020年 2月 12日現在 

     

４． 絞り込み からさらに、キーワードで検索をすることもできます。 

      

⇒ 例：吉原仲之町 桜満開の吉原仲之町通りをお楽しみください。          

 

 

 

★郷土資料の特別取扱を希望される皆様へ 

 

 

土・資料調査室の資料には、資料保存等のため、館外への貸出し・複写・閲覧などの取扱いを制限して

いるものがあります。ただし、これらの資料については、調査・研究等の特別な目的の場合、台東区立中央

図書館長の許可により貸出等を行うことが可能です。貸出等の可否については、研究や業務の内容・目的、

取扱いや引用の方法などを総合的に判断する必要がありますので、申請の際には、事項をよくご理解いただ

きますようお願いいたします。 

 

  郷土資料の特別取扱の注意事項（PDF：99KB）   郷土資料特別貸出等申請書（PDF：37KB） 

 

 

 

 

 

★室報最新号（バックナンバーもご覧いただけます。）  

国 

郷 

 

  


