
明治 30/
1897 年

明治 29/
1896 年

明治 28/
1895 年

明治 31/
1898 年

明治 32/
1899 年

明治 33/
1900 年

明治 34/
1901 年

明治 35/
1902 年

明治 36/
1903 年

明治 37/
1904 年

明治 38/
1905 年

明治 39/
1906 年

明治 40/
1907 年

↑日清戦争 ( 明治 27 年 7月～ 28 年 3月 )

日露戦争 ( 明治 37 年 2月～ 38 年 9月 )

：川崎市市民ミュージアム ( 約 130 点 )

：京都国際マンガミュージアム ( 約 5点 )
：兵庫県立歴史博物館 ( 約 45 点 )
：その他 ( 約 15 点※ )

：大阪府立国際児童文学館 ( 約 15 点 )
：東京都立図書館 ( 約 25 点 )
：神奈川近代文学館 ( 約 10 点 )

明治38年出版(刊行月不明)

明治37年出版(刊行月不明)

刊行時期不明のポンチ本(不明：26点)

教育ポンチ絵大隊長 全/村上豊次郎(上州屋)/30年3月

ポンチ絵ばなし/長谷川園吉(近栄堂)/30年8月変智奇絵さが誌/長谷川園吉/30年8月
教育ポンチ画ばなし/森本順三郎/30年9月新作ポンチ絵/関由蔵/30年9月

ポンチ絵ばなし/松永作次郎/30年10月ポンチの大将/長谷川園吉/30年10月 ポンチ画話し/長谷川園吉/30年10月
ポンチ画百笑/鎌田在明/30年11月改良ポンチ画あごはづし/鎌田在明/30年11月

ポンチ絵はなし/関由蔵[編集発行]、三輪逸次郎[発行]/30年12月

教育ポンチ博士/山田米吉/31年
改良ポンチ集/長谷川園吉/31年

ポンチの親玉/長谷川園吉/31年

教育ぽんち博士/山田米吉/31年3月
浮世たとえポンチ/澤久次郎/31年4月

笑くらべポンチ画/鎌田在明/31年8月 改良ポンチ画あごはづし/鎌田在明/31年8月 新版カッパツポンチ/鎌田在明/31年8月 新版よくばりポンチ画/鎌田在明/31年8月 ヨクバリポンチ 第二号/皆川金太郎/31年8月
少年教育日本ポンチ集/岡村庄兵衛/31年9月 ポンチ画ばなし/長谷川園吉/31年9月 役者ポンチ穴さがし 第一号/皆川金太郎/31年9月

新版ポンチ親玉/岡村庄兵衛/31年11月
幼年ポンチ遊/岡村庄兵衛/31年12月

新版ポンチ 全/森本順三郎/32年

狂言ポンチ/森本順三郎/32年
しん版ポンチ競/森本順三郎/32年
七福神ポンチ/鈴木熊次郎[編集]、濱島酉[発行]/32年

新案ポンチ絵/長谷川園吉/32年
無類ポンチ/長谷川園吉/32年ぽんち/鈴木熊次郎[編集]、三輪逸次郎[発行]/32年4月

ポンチ絵ばなし/濱島酉/32年5月

新版おもしろポンチ/鎌田在明/32年7月 →ポンチ穴さがし/鎌田在明/32年7月内地雑居ポンチ画ばなし/堤吉兵衛/32年7月内地雑居女郎ポンチ/堤吉兵衛/32年7月内地雑居南京ポンチ/堤吉兵衛/32年7月内地雑居ポンチ/堤吉兵衛/32年7月
内地雑居学校体操ポンチ/堤吉兵衛/32年8月内地雑居改良ポンチ/堤吉兵衛/32年8月

富世流行 教育ポンチ絵のたのしみ/丸谷卯吉/30年1月

教育ポンチ画咄　全 /福岡新三 [ 発行 ]、綱島亀吉 [ 販売 ]/28 年 4 月

ポンチ繪はなし/服部百録(松純堂)/29年12月
ポンチ博士/朝野文三郎/30年1月

幼稚智育ポンチ繪はなし/長谷川園吉/30年2月

教育蒙文画話 /牧金之助 ( 金壽堂 )/30 年 6 月

新刊ポンチ画/松浦正作(名倉照文館)/30年9月 大ポンチ画ばなし/鎌田在明/30年9月
ホンチエ/村上豊次郎(上州屋商舗)/30年10月

(題名不記載)/前田長次郎/30年

教育ポンチ画談/尾関岩吉/30年7月 ポンチ画さがし/鎌田在明/30年7月 ポンチ画ばなし/村上豊次郎/30年7月

教育大ポンチ絵/村上豊次郎/30年9月

ポンチわらいたね/鎌田在明/31年7月

ポンチ大全/鈴木萬次郎/31年

内地雑居新案ポンチ/日比野藤太郎(大橋堂)/32年9月
ポンチ/鈴木熊次郎[編集]、三輪逸次郎[発行]/32年10月 幼年教育ポンチ集会/和田米三/32年10月
ポンチ/鈴木熊次郎[編集]、三輪逸次郎[発行]/32年11月 ポンチ雑居未来の大盃/鎌田在明/32年11月 ポンチ雑居のたねまき/鎌田在明/32年11月ポンチ雑居の夢/鎌田在明/32年11月たとえポンチ/堤吉兵衛/32年11月

水族ポンチ明治の浦島/関由蔵(由盛閣)/33年4月
ヲトシバナシポンチ/中島萬吉(自省堂)/33年5月 福ポンチ/濱島精三郎(精華圃)/33年5月

少年体力角力パンチ/富里長松(東京富里)/33年9月

当世流行ポンチ/岡村庄兵衛(東京岡庄)/33年11月
新あんポンチ/鈴木興八(東京盛陽堂)/33年12月

日本軍人ポンチ/岡村庄兵衛(東京岡庄)/33年11月

ポンチはなし/鈴木武次郎 (東京文友堂)/34年

馬がけポンチ/鈴木与八/34年1月 文明ポンチ/鈴木与八/34年1月
教育ポンチ絵大隊長 全/村上豊次郎/34年2月

大当たりポンチ/村上豊次郎/34年7月 善悪ポンチ/(欠損)/34年7月
自慢ポンチ画談/岡村庄兵衛/34年8月 珍世界旅行/朝野文三郎(朝堅出版)/34年8月

内地雑居ポンチ画談/倉持長七(錦城堂)/34年6月

新案遊芸ポンチ/富里長松(東京富里)/34年10月
驚ポンチ/岡村庄兵衛(東京岡庄)/34年11月 驚ポンチ/岡村庄兵衛(東京岡庄)/34年11月 めざましポンチ/岡村庄兵衛(東京岡庄)/34年11月 文明ポンチ/鈴木興八/34年11月
小人島洋行朝比奈ポンチ/菅谷与吉(東京日吉堂)/34年12月

ポンチえさがし/鈴木武次郎(東京文友堂)/35年
新案ポンチ画談/荒川コマ(錦耕堂)/35年
雀のポンチ/藤山種芳(東洋彩巧館)/35年
新案上野境内ポンチ/藤山種芳(東洋彩巧館)/35年
最流行ポンチ集/岡村庄兵衛(東京岡庄)/35年

少年おとぎポンチ福世界/富里長松(東京冨里)/35年1月

新版軍人ポンチ/菅谷与吉/35年3月
親睦愉快ポンチ/富里長松(東京富里)/35年4月

新版蛙ろのポンチ/菅谷与吉(東京日吉堂)/35年6月

おもちゃポンチ/古橋新之助/36年7月

小僧ポンチ/牧金之助(東京金寿堂)/37年7月

新版ポンチ/菅谷与吉(東京日吉堂)/37年9月

日露大戦争仁川ポンチ/春陽堂/37年6月
戦争ポンチわしたいじ/鏑木清方[画]、瀧川民次郎[発行](今古堂書店)/37年7月 日露ポンチ/松田槌太郎/37年7月 征露大勝利ポンチ/鎌田実明/37年7月

征露ポンチ : 其四/牧金之助(金寿堂)/37年9月 日露戦争ポンチ/菅谷与吉/37年9月

日露ポンチ画はなし/荒川コマ(山口屋)/37年
勿驚ポンチ旅順の陥落/安田蕉堂[画]、富里長松[発行](東京富里)/37年8月

征露ポンチ/本多穆堂[画]、瀧川民次郎[発行](古今堂書店)/37年10月 戰勝ポンチ/牧金之助/37年10月
ポンチかちいくさ/瀧川民次郎(古今堂書店)/37年11月

戦争ポンチ日本大勝利/東洋鐡筆[画]、冨里長松[発行](昇進堂書店)/38年5月

子どものたのしみ教育パック/木田浅次郎(新橋金盛堂)/39年1月

→　   志んぱんポンチ絵/関由蔵/32年7月

ポンチ七/中島萬吉/32年11月→

帝国萬歳祝捷ポンチ/朝野文三郎/38年

滑稽達磨ポンチ/牧金之助/40年1月

日露海戦ぽんち 東郷大将のおてがら /石原和三郎(冨山房)/38年9月

少年画帖 最新案ポンチ/綱島亀吉/38年5月 沙河敗走ポンチ 第六/藤山種芳(東洋彩巧舘)/38年

銃猟ポんち/鈴木武二郎(文友堂)/37年5月
ポンチ/岡村庄兵エ/37年4月
日露ぽんち絵噺 日本勝捷山/石原和三郎(冨山房)/37年3月

ぽんち御伽絵噺 明治桃太郎/北澤保次(冨山房)/37年1月

教訓絵ばなし ポンチの巻 /武田桜桃四郎(博文館)/36年6月

ジテンシヤポンチ/山本文三郎(二十世紀書店)/34年5月

新水族ポンチ/牧金之助/33年

新案か和梨絵ポンチ/岡村庄兵衛/32年8月

ポンチ絵ばなし/森本順三郎/31年

閉塞ポンチ/鈴木武二郎/37年5月

ポンチえさがし/鈴木武次郎(東京文友堂)/34年

御伽ポンチ 花咲太郎/関由蔵(由盛閣)/34年12月

新画ポンチ/岡村庄兵衛/37年

禽獣ポンチ少年山巡り/関由蔵/33年11

ポンチの元祖/竹内栄久[編集]、牧金之助[発行](金寿堂)/32年3月ポンチ大王/竹内栄久[編集]、牧金之助[発行]/32年3月

ポンチ世界一 /鈴木熊次郎[編集]、三輪逸次郎[発行]/32年5月→

ポンチ於笑草/長谷川園吉/30年8月 ポンチ画咄し/森本順三郎(円泰堂)/30年8月
ポンチ画ばなし/森本順三郎(円泰堂)/30年
新撰教育ポンチ絵ばなし/村上豊次郎/30年

新案猫と鼠のポンチ/菅谷興吉(日吉堂)/34年9月

海底旅行魚のポンチ/菅谷与吉(日吉堂)/35年

ポンチ/鈴木熊次郎[編集]、三輪逸次郎[発行]/32年5月

大笑ポンチ/富里長松(東京冨里)/39年10月

日露ぽんち 桃太郎のロスキー征伐/石原和三郎(冨山房)/38年2月

教育ポンチ海中世界/富里長松(東京冨里)/35年9月

改良日本一ポンチ /綱島亀吉/32年11月

妙々ポンチ/朝野文三郎(正文堂)/31年11月

大当ポンチ画ばなし/長谷川園吉/30年10月

→　 馬車ポンチ/鈴木興八/32年11月

當世流行ポンチ/和田米三/31年11月

明治30年出版(刊行月不明)

明治31年出版(刊行月不明)

明治34年出版(刊行月不明)

明治35年出版(刊行月不明)

明治33年出版(刊行月不明)

明治32年出版(刊行月不明)

大勝利ポンチ画/(欠損)/(欠損)
交戦ポンチ画/(欠損)/(欠損)
ポンチ箱/(欠損)/(欠損)
旅人港口 閉塞ポンチ/鈴木武二郎(文友堂)/(欠損)
ポンチ大将/(欠損)/(欠損)
新画ポンチ/(欠損)/(欠損)
ポンチ八/前田長次郎/(欠損)
教育ポンチ考物大博士/(欠損)/(欠損)
抱腹ポンチ/(欠損)/(欠損)
ポンチ集/(欠損)/(欠損)
新撰ポンチ画談/岡村庄兵衛(東京岡庄)/(欠損)
達磨ポンチ/藤山種芳(東洋彩巧館)/(不記載)
新版ポンチ博士/(欠損)/(欠損)

ポンチ浮世乃ゆめ/鎌田在明/32年7月→

日露戦闘画帖/綱島亀吉/37年8月
日露ポンチ : 其六/牧金之助/37年9月

ポンチ絵はなし/井上藤吉(井上書店)/29年12月

※個人蔵 (8 点 )、明治大学図書館 (3 点 )、野田市立図書館 (2 点 )、
　立命館大学 ARC(1 点 )、明治新聞雑誌文庫 (1 点 )

28点

28点

44点

12点

21点

13点

2点

21点

6点

3点

1点

2点

1点
作品タイトル 著者 ( 発行所 ) 発行時期収蔵施設

例

妙々水族ポンチ/牧金之助/33年7月

ポンチ絵はなし /井上藤吉 ( 井上書店 )/29 年 12 月

大ポンチ/綱島亀吉/31年2月

教育動物ポンチ/朝野文三郎/31年5月

新〇ポンチあそび/山崎暁三郎(国華堂)/31年3月

ポンチ教育画集/朝野文三郎/31年9月

元祖大ポンチ/牧金之助(金壽堂)/31年11月 無類ポンチ画噺し/牧金之助(金壽堂)/31年11月 ポンチ百笑/牧金之助(金壽堂)/31年11月
ポンチ大評判/牧金之助(金壽堂)/31年12月

當世　ポンチ大王/牧金之助(金壽堂)/32年3月→
→　　子供繪ばなし　ポンチ猫乃世界/山口定次郎/32年3月

内地雑居ポンチ世界/牧金之助(金寿堂)/32年4月 内地雑居未来の夢ポンチ/牧金之助(金寿堂)/32年4月

→　　新版ポンチ繪/山口定次郎/32年5月

動物ポンチ/日比野藤太郎(大橋堂)/33年4月

雑居未来ポンチ/小林舛之助/32年5月 教育ポンチ/中島萬吉/32年5月

ポンチ/日比野藤太郎(大橋堂)/32年8月
→　　未来ノポンチ/朝野文三郎(正文堂)/32年7月

滑稽水族會/牧金之助(金壽堂)/33年7月 当世ポンチ/牧金之助(金壽堂)/33年7月

足長手長ポンチ/日比野藤太郎(大橋堂)/34年4月

ポンチ/村上豊次郎(上州屋)/34年7 月

新ぱんおどけ　雪のポンチ/東京冨里/35年3 月

猫世界ポンチ/牧金之助(金壽堂)/39年3 月

動物ポンチ /日比野藤太郎 ( 大橋堂 )/34 年

ポンチ/日比野藤太郎(大橋堂)/33年

ポンチ画噺/鈴木武次郎/35年

日露ポンチ其ニ/牧金之助(金壽堂)/37年3 月

教育大ポンチ絵/(欠損)/(欠損)
ポンチ絵/(欠損)/(欠損)
ポンチ大全/関由蔵(由盛閣)/(欠損)
新撰ポンチ/関由蔵/(欠損)
ポンチ画咄し/村上豊次郎/(欠損)
ハイカラポンチ/(不記載)/(不記載)
少年お伽 日露ポンチ/(不明)/(不明)
びっくりポンチ/(欠損)/(欠損)
カッポレポンチ/朝野文三郎/（不記載）
電車ポンチ/加賀吉版/(欠損)
ポンチゑばなし/（不記載）/（不記載）
(題名無し)/（不記載）/（不記載）
日露戦争ポンチ画軍旗の巻/(欠損)/(欠損)

明治ポンチ本刊行年表
2018 年 10 月、新美ぬゑ作成


