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No. 名称 読み方 作者など 英語表記

◆内裏雛◆◆内裏雛◆◆内裏雛◆◆内裏雛◆

1111 有職雛（小直衣雛）

ゆうそくびな（このうしび

な）

Noble retainers(yusoku-bina ),male Hina wearing ko-noshi jacket and female

Hina wearing ko-uchigi robe.

◆婚礼の設え◆◆婚礼の設え◆◆婚礼の設え◆◆婚礼の設え◆

2222 島台 しまだい Pair of bridal ornaments(shimadai ).

3333 三方／若松 さんぼう　わかまつ Pair of offering stands and small pines(sanbo and wakamatsu ).

4444 長柄銚子／加銚子

ながえちょうし　くわえ

ちょうし

Long-handled sake ewer and sake ewer(nagae-choshi and kuwae-choshi) .

5555 瓶子 へいし Pair of sacred sake bottles(heishi ).

6666 酒器 しゅき 銚子　七澤屋製 Pair of sake cups and sake ewers(sakazuki and choshi ).

7777 犬筥 いぬばこ Pair of dog-shaped boxes(inubako ).

8888 貝桶 かいおけ Pair of containers for painting-shells for kai-awase game(kaioke ).

9999 厨子棚 ずしだな Cabinet for incense utensils(zushidana) .

10101010 黒棚 くろだな Cabinet for toiletry articles(kurodana).

11111111 書棚 しょだな Cabinet for writing utensils(shodana).

12121212 春秋山水図屏風

しゅんじゅうさんすいず

びょうぶ

喜多武清　筆 Pair of folding screens(shunjusansui-zu-byobu).

13131313 御簾屏風 みすびょうぶ Pair of folding screens with bamboo blinds (misu-byobu).

◆化粧道具◆◆化粧道具◆◆化粧道具◆◆化粧道具◆

14141414 鏡立／鏡箱

かがみたて　かがみば

こ

Mirror stand and mirror box(kagamitate and kagamibako) .

15151515 姿見 すがたみ 七澤屋製 Framed mirror(sugatami).

16161616 櫛台 くしだい Comb table and accessories(kushidai).

17171717 紙台 かみだい Toiletry paper stand(kamidai).

18181818 鬢台 びんだい 七澤屋製 Shaving table and accessories(bindai).

19191919 毛垂箱 けたればこ Razor box(ketare-bako).

20202020 楊枝箱 ようじばこ Toothbrush box(yoji-bako).

21212121 爪切箱 つめきりばこ Nail-knife box(tsumekiri-bako).

22222222 乱箱 みだればこ Tray for clothes(midarebako).

23232323 元結箱 もとゆいばこ Hair-tying box(motoyui-bako).

24242424 眉作箱 まゆつくりばこ Make-up utensil box(mayutsukuribako).

25252525 髢箱 かもじばこ Hairpiece box(kamoji-bako) .

26262626 帯箱 おびばこ Sash box(obi-bako ).

27272727 耳盥／台輪／渡金

みみだらい　だいわ　わ

たしがね

Water basin, stand, and metal board(mimidarai,daiwa,and watashigane).

28282828 渡金箱 わたしがねばこ Box for tooth blackening utensils(watashigane-bako).

29292929 歯黒箱 はぐろばこ Box for tooth blackening utensils(haguro-bako).

30303030 角盥／盥／楾

つのだらい　たらい　は

ぞう

Wash basin with four handles,wash basin,and ewer(tsunodarai,tarai,and hazo).

31313131 嗽碗／天目台

うがいわん　てんもくだ

い

Mouthwash bowl and stand(ugaiwan and tenmokudai).

32323232 手拭掛 てぬぐいかけ Towel rack(tenuguikake).

33333333 広蓋 ひろぶた Tray for clothes(hirobuta).

34343434 定家箱 ていかばこ Vanity cases(teikabako) .

35353535 十二手箱 じゅうにてばこ 12 boxes for makeup utensils(juni-tebako).



No. 名称 読み方 作者など 英語表記

36363636 小角赤 こすみあか Small covered box with red corners(ko-sumiaka).

37373737 大角赤 おおすみあか Large covered box with red corners(o-sumiaka).

38383838 拂箱 はらいばこ Comb and brush box(haraibako).

39393939 沈箱 じんばこ Incense box(jimbako).

40404040 手箱 てばこ Box(tebako).

41414141 水引箱 みずひきばこ Paper cord box(mizuhiki-bako).

◆文房具◆◆文房具◆◆文房具◆◆文房具◆

42424242 文台／硯箱 ぶんだい　すずりばこ Writing table and ink-stone box(bundai and suzuribako).

43434343 硯箱 すずりばこ Ink-stone box(suzuribako).

44444444 重硯箱 かさねすずりばこ 七澤屋製 Tiered ink-stone boxes(kasane-suzuribako).

45454545 料紙箱 りょうしばこ Writing paper box(ryoshibako).

46464646 短冊箱 たんざくばこ Covered box for strip of paper(tanzakubako).

47474747 色紙箱 しきしばこ Covered box for square paper board(shikishibako).

48484848 大文箱 おおふばこ Large document box(o-fubako).

49494949 小文箱 こふばこ Small document box(ko-fubako).

50505050 文机／文具 ふづくえ　ぶんぐ Writing table and writing accessories(fudukue and bungu).

51515151 書見台 しょけんだい 七澤屋製 Bookrest(shokendai).

52525252 瀟湘八景図巻／軸盆

しょうしょうはっけいず

かん　じくぼん

竹腰正富　書

岡島林斎　画

Scrolls and tray(Shoshohakkei-zu and jikubon).

53535353 徒然草 つれづれぐさ 中村□□　筆 Books of "Tsureduregusa "(Tsureduregusa ).

◆遊戯具◆◆遊戯具◆◆遊戯具◆◆遊戯具◆

54545454 碁盤 ごばん Go set(goban).

55555555 将棋盤 しょうぎばん Shogi set(shogiban ).

56565656 双六盤 すごろくばん Sugoroku set(sugorokuban ).

百人一首 ひゃくにんいっしゅ

和歌集 わかしゅう

ががっき Musical instruments for imperial court music(gagakki ).

58585858 笙 しょう Free-reed musical instrument(sho ).

59595959 篳篥 ひちりき Small double-reed wind instrument(hichiriki ).

60606060 龍笛 りゅうてき Dragon flute(ryuteki ).

61616161 鉦鼓 しょうこ Small gong(shoko ).

62626262 釣太鼓 つりだいこ Large gong(tsuridaiko ).

63636363 鞨鼓 かっこ Japanese drum(kakko ).

64646464 和琴 わごん 6-stringed Japanese zither(wagon ).

65656565 箏 そう 13-stringed Japanese zither(so ).

66666666 琵琶 びわ Japanese lute(biwa ).

のうがっき Musical instruments for Noh (nogakki ).

67676767 横笛 よこぶえ Japanese flute(yokobue ).

68686868 小鼓 こつづみ 七澤屋製 Small hand drum(ko-tsuzumi ).

69696969 大鼓 おおつづみ 七澤屋製 Large hand drum(o-tsuzumi ).

雅楽器

能楽器

Set of playing cards for "Hyakunin-isshu " and books of wakashu(Hyakunin-

isshu and wakashu ).

57575757



No. 名称 読み方 作者など 英語表記

70707070 太鼓 たいこ 七澤屋製 Large drum(taiko ).

◆香道具◆◆香道具◆◆香道具◆◆香道具◆

71717171 香道具箱 こうどうぐばこ 七澤屋製 Incense box(kodogubako ).

72727272 四季棚 しきだな 七澤屋製 Incense cabinet(shiki-dana ).

73737373 香盆／香道具 こうぼん　こうどうぐ Tray with incense utensils(kobon ).

74747474 香盆 こうぼん Tray for incense utensils(kobon ).

◆茶道具◆◆茶道具◆◆茶道具◆◆茶道具◆

ちゃどうぐ Tea utensils(cha-dogu ).

75757575 建水 けんすい Water vessel(kensui ).

炭斗 すみとり Charcoal container(sumitori ).

火箸 ひばし Metal chopsticks(hibashi ).

楽茶碗 らくちゃわん Raku-Ware tea bowl(raku-chawan ).

茶壺 ちゃつぼ Tea canister(chatsubo ).

こぼし こぼし Water vessel(koboshi ).

棗 なつめ Tea caddy(natsume ).

茶杓 ちゃしゃく Tea scoop(chashaku ).

蓋置 ふたおき Lid rest(futaoki ).

茶筅 ちゃせん Tea whisk(chasen ).

柄杓 ひしゃく Ladle(hishaku ).

羽箒 はぼうき Feather brush(habouki ).

袱紗 ふくさ Silk cloth(fukusa ).

水指 みずさし Water jug(mizusashi ).

風炉釜 ふろがま Tea kettle(furogama ).

80808080 台子 だいす Stand for tea utensils(daisu ).

せんちゃどうぐ Green tea utensils(sencha-dogu ).

81818181 茶碗／天目台 ちゃわん　てんもくだい 七澤屋製 Pair of tea bowls and stands(chawan and tenmokudai ).

炭取 すみとり Charcoal container(sumitori) .

火箸 ひばし Metal chopsticks(hibashi) .

羽箒 はぼうき Feather brush(habouki) .

塵取 ちりとり Dustpan(chiritori ).

◆飲食器◆◆飲食器◆◆飲食器◆◆飲食器◆

83838383 懸盤　本膳 かけばん　ほんぜん 七澤屋製 Pair of first course dinner service(kakeban honzen ).

84848484 懸盤　二の膳 かけばん　にのぜん 七澤屋製 Pair of second course dinner service(kakeban ninozen ).

85858585 懸盤　三の膳 かけばん　さんのぜん 七澤屋製 Pair of third course dinner service(kakeban sannozen ).

86868686 皿 さら Plates(sara ).

87878787 湯桶（大） ゆとう Large ewer(yuto ).

88888888 湯桶（小） ゆとう 台　七澤屋製 Small ewer(yuto ).

89898989 盃／角盆 さかずき　かくぼん Sake cups and tray(sakazuki and kakubon ).

90909090 高坏 たかつき Pair of footed trays(takatsuki ).

82828282

煎茶道具

茶道具

79797979

76767676

77777777

78787878



No. 名称 読み方 作者など 英語表記

91919191 菓子器 かしき 七澤屋製 Pair of confectionary-boxes(kashiki ).

92929292 四角重箱 しかくじゅうばこ 七澤屋製 Tiered food box(jubako ).

93939393 六角重箱 ろっかくじゅうばこ 七澤屋製 Hexagonal tiered food box(rokkaku jubako ).

94949494 玉製重箱 ぎょくせいじゅうばこ Tiered food box made of gem stone(gyokusei jubako ).

95959595 食籠 じきろう 七澤屋製 Pair of food containers(jikiro ).

96969696 飯櫃 めしびつ 七澤屋製 Pair of rice containers(meshibitsu ).

97979797 蠅帳 はいちょう Fly guard(haicho ).

98989898 六角高坏 ろっかくたかつき 七澤屋製 Pair of three legged trays (rokkaku takatsuki ).

99999999 菱台 ひしだい 七澤屋製 Lozenge-shaped rice cake and stand(hishidai ).

◆その他◆◆その他◆◆その他◆◆その他◆

100100100100 冠棚 かんむりだな Headdress stand(kanmuridana ).

101101101101 几帳 きちょう Screen(kicho ).

102102102102 太刀／脇差／刀掛

たち　わきざし　かたな

かけ

Katanas and sword rack (tachi,wakizashi,and katanakake) .

103103103103 花手桶 はなておけ Pail for flowers(hanateoke ).

104104104104 箪笥 たんす Chest of drawers(tansu) .

105105105105 長持 ながもち Large chest(nagamochi ).

106106106106 挟箱 はさみばこ Pair of chests for clothes(hasamibako ).

107107107107 唐櫃 からびつ Pair of Chinese chests(karabitsu ).

108108108108 葛籠 つづら 七澤屋製 Pair of chests(tsudura ).

109109109109 行器 ほかい Pair of portable food containers(hokai ).

110110110110 手許箪笥 てもとだんす 七澤屋製 Chest of drawers for personal items(temoto-tansu ).

111111111111 伏籠 ふせご Incense burner for scenting(fusego ).

112112112112 砧／打棒 きぬた　うちぼう Fulling block(kinuta and uchibo ).

113113113113 衣桁 いこう Garment rack(iko ).

替装束 かえしょうぞく Costume(kae-shozoku ).

小袖 こそで Narrow-cuffed kimono(kosode ).

緋袴 ひばかま Red hakama (hibakama ).

小袿 こうちぎ Short uchigi (ko-uchigi ).

裳 も Train cloth(mo ).

115115115115 燭台 しょくだい Candle stands(shokudai ).

116116116116 手燭／芯落とし てじょく　しんおとし Pair of candle-holders(tejoku ).

117117117117 行灯 あんどん Lamp stand with paper shade(andon ).

118118118118 台火鉢 だいひばち Brazier(daihibachi ).

119119119119 六角火鉢 ろっかくひばち 七澤屋製 Hexagonal brazier(rokkaku hibachi ).

120120120120 手付煙草盆／煙草盆

てつきたばこぼん　たば

こぼん

煙草盆　七澤屋製 Smoking sets and portable tobacco tray(tetsuki-tabakobon and tabakobon ).

121121121121 宗和煙草盆 そうわたばこぼん Pair of  smoking trays(sowa-tabakobon ).

122122122122 脇息／枕 きょうそく　まくら Armrest and pair of pillows(kyosoku and makura ).

123123123123 卜占具 ぼくせんぐ Fortune-telling tools(bokusengu ).

124124124124 櫓時計 やぐらどけい Clock on stand(yaguradokei ).

114114114114



指定指定指定指定 制作年代・時代制作年代・時代制作年代・時代制作年代・時代 所蔵所蔵所蔵所蔵

享保雛 きょうほびな Pair of Hina  dolls(kyouhobina ). 江戸時代後期　(19世紀) 個人蔵

古今雛 こきんびな Pair of Hina  dolls(kokinbina ). 江戸時代後期　(19世紀)

古今雛 こきんびな Pair of dolls(kokinbina ). 伝　原舟月

atrributed to HARA

Shugetsu

江戸時代後期　(19世紀)

楽人 がくじん Five Gagaku  musicians(gakujin ). 明治29年(1896年)

随身 ずいじん Two guards(zuijin ). 文久2年(1862年)

雛道具 ひなどうぐ

Set of miniature furniture for Hina

festival.

江戸～明治時代　(19世紀)

芥子雛 けしびな

Verry small Hina  dolls and miniature

furniture.

明治時代後期　(19～20世

紀)

個人蔵

御殿飾り ごてんかざり

Hina  decorations displayed on a

miniature palace(goten-kazari ).

大正14年　(1925年)

雛人形 ひなにんぎょう Hina  dolls and miniature furniture. 大正時代(20世紀)

雛人形 ひなにんぎょう Hina  dolls and miniature furniture. 大正時代(20世紀)

雛図 ひなず "Standing hina ". 原　在中 HARA Zaichu 天明4年(1784年)

内裏雛 だいりびな Hina  dolls. 竹内久一

TAKENOUCHI

Hisakazu

明治時代(19～20世紀)

雛の客 ひなのきゃく Guest for Hina  festival. 大森　邦 OMORI Kuni 昭和51年(1976年)

◆日本の人形◆

御所人形 ごしょにんぎょう Gosho  dolls. 江戸～明治時代　(19世紀)

裸嵯峨 はだかさが Nakid Saga  dolls. 江戸時代中期　(18世紀)

嵯峨人形　獅子舞

さがにんぎょう　ししま

い

Saga  doll "Dance of rions(shishimai )". 江戸時代(18～19世紀)

嵯峨人形　母子 さがにんぎょう　おやこ Saga  doll "Mother and baby(oyako )". 江戸時代(18～19世紀)

嵯峨人形　嫁入り

さがにんぎょう　よめい

り

Saga  dolls "Wedding(yomeiri )". 江戸時代(18～19世紀)

加茂人形 かもにんぎょう Kamo  dolls. 江戸時代(18～19世紀)

芥子人形　宝船

けしにんぎょう　たから

ぶね

Verry small dolls(keshiningyo ) "Seven

deities of Good Luck on the ship

(takarabune ).

江戸～明治時代　(19世紀)

芥子人形　風俗

けしにんぎょう　ふうぞ

く

Verry small dolls(keshiningyo )

"Costoms (fuzoku ).

江戸～明治時代　(19世紀)

三春人形 みはるにんぎょう Miharu  dolls.

江戸～明治時代　(18～19

世紀)

指定指定指定指定 制作年代・時代制作年代・時代制作年代・時代制作年代・時代 所蔵など所蔵など所蔵など所蔵など

小葵黄鳥図 こあおいおうちょうず Mallows and Birds 室町時代（14世紀）

蝶芍薬図 ちょうしゃくやくず Butterflies and Peonies

諸葛監（1717～

1790）

Sho Katsu Kan 江戸時代（18世紀）

定家卿春秋図

ていかきょうしゅんじゅ

うず

Fujiwara Teika, Spring and Autumn

Landscapes

狩野栄信（1775

～1828）

Kano Naganobu 江戸時代（19世紀）

芙蓉河蝉図 ふようかわせみず Lotus blossoms and Kingfishers

黒川亀玉（1732

～1756）

Kurokawa Kigyoku 宝暦4年（1754）

紅梅鴨図 こうばいかもず Red blossoms and Ducks

金子金陵（？～

1817）

Kaneko Kinryo 寛政6年（1794）

芙蓉白鷺図 ふようしらさぎず White Heron and Rose-mallows

金子金陵（？～

1817）

Kaneko Kinryo 江戸時代（18-19世紀）

花鳥図 かちょうず Flowers and Birds

円山応瑞（1766

～1829）

Maruyama Ozui 文化元年（1804） 個人蔵

牡丹群雀図 ぼたんぐんじゃくず Peonies and Sparrows

浦上春琴（1779

～1846）

Uragami Shunkin 天保12年（1841）

早春 そうしゅん Early Spring

結城素明（1875

～1957）

Yuki Somei 昭和時代（20世紀）

覇王樹 はおうじゅ Cuctus

川端龍子（1885

～1966）

Kawabata Ryushi 昭和時代（20世紀）

花菖蒲 はなしょうぶ Calamus

小倉遊亀（1895

～2000）

Ogura Yuki 昭和時代（20世紀）

（公財） 報

恩会蔵

紅白梅 こうはくばい Red and white blossoms

下田舜堂（1899

～1989）

Shimoda Shundo 昭和時代（20世紀）

佐野美術館コレクション佐野美術館コレクション佐野美術館コレクション佐野美術館コレクション

「花のお江戸の雛飾り　極小美の世界」　同時展示　2015年2月21日～4月5日

作品名作品名作品名作品名

作品名作品名作品名作品名

花を描く―日本画にみる花を描く―日本画にみる花を描く―日本画にみる花を描く―日本画にみる

佐野美術館のおひなさま佐野美術館のおひなさま佐野美術館のおひなさま佐野美術館のおひなさま

作者作者作者作者

作者作者作者作者



指定指定指定指定 制作年代・時代制作年代・時代制作年代・時代制作年代・時代 所蔵など所蔵など所蔵など所蔵など

重要美

術品

太刀　銘　来国俊 たちめいらいくにとし TACHI,inscribed on tang Rai Kunitoshi 来国俊 Rai Kunitoshi 鎌倉時代（13世紀）

刀　無銘　伝来国次 かたなでんらいくにつぐ

KATANA,unsigned、attributed to Rai

Kunitsugu

来国次 Rai Kunitsugu 南北朝時代（14世紀）

太刀　銘　包永 たちめいかねなが TACHI,inscribed on tang Kanenaga 包永 Kanenaga 鎌倉時代（13-14世紀）

付　朱塗藤蒔絵鞘打刀

拵

しゅぬりふじまきえさや

うちがたなこしらえ

Katana mounting　with wisterias

designs in makie

江戸時代（17-19世紀）

重要文

化財

太刀　無銘　伝行光

たちむめいでんゆきみ

つ

TACHI,unsigned,attributed to Yukimitsu 行光 Yukimitsu 鎌倉時代（13世紀）

木村美術館

蔵

付　桜花散打刀拵

おうかちらしうちがたな

こしらえ

Katana mounting with cherry blossoms

designs

江戸時代（17-19世紀）

重要文

化財

刀　無銘　正宗 かたなむめいまさむね

KATANA,unsigned,attributed to

Masamune

正宗 Masamune 鎌倉時代（14世紀）

国宝

薙刀　銘　備前国長船住

人長光造

なぎなためいびぜんの

くにおさふねじゅうにん

ながみつつくる

NAGINATA,inscribed on tang

Bizebnokuni Osafunejunin Ngamitsu

tsukuru

長光 Ngamitsu 鎌倉時代（13世紀）

重要美

術品

刀　金象嵌銘　基光

かたなきんぞうがんめ

いもとみつ

KATANA,attributed to Motomitsu by

Honnami clan

基光 Motomitsu 室町時代（14世紀）

付　朱塗小刻鞘打刀拵

しゅぬりこきざみさやう

ちがたなこしらえ

Katana mounting with red lacpuer 江戸時代（17-19世紀）

短刀　銘　村正 たんとうめいむらまさ TANTO,inscribed on tang Muramasa 村正 Muramasa 室町時代（14世紀） 吉村家寄託

付　黒塗珊瑚散鞘小脇

指拵

くろぬりさんごちらしさ

やこわきざしこしらえ

Wakizashi mounting with red corals 江戸時代（17-19世紀）

刀　銘　兼元 かたなめいかねもと KATANA,inscribed on tang Kanemoto 兼元 Kanemoto 室町時代(16th)

鮫皮黒漆研出打刀拵

(太刀　銘　(傘）一／尚宗

の拵)

さめかわくろうるしとぎ

だしうちがたなこしらえ

Katana mounting with black luｃquer

and sharkskins

江戸時代（17-19世紀）

櫂小柄 かいこずか Kozuka with paddles

無銘 後藤祐乗

加納夏雄極

unsigned,attributed to

the Goto Yujo by Kano

Natsuo

永享12（1440）年ー永正9

（1512）年

牧童図小柄 ぼくどうずこづか Kozuka with a herdboy design

無銘　後藤顕乗

後藤光孝極

unsigned,attributed to

the Goto Kenｊo by

Goto Mitsutaka

天正14(1586）年ー寛文3

（1663）年

水仙図笄 すいせんずこうがい Kogai with narcissuses design 後藤光守 Goto　Mitsumori

寛保元(1741）年ー享和4

（1804）年

糸巻図小柄 いとまきずこづか Kozuka with a bobbin design 後藤派

unsigned,attributed to

the Goto school

江戸時代（17-19世紀）

花籠図笄 はなかごずこうがい Kogai with flowers design 後藤派

unsigned,attributed to

the Goto school

江戸時代（17-19世紀）

貝尽図小柄 かいづくしずこづか Kozuka with shells design 室町時代（16世紀）

梅花散鐔 ばいかちらしつば Tsuba with plum blossoms designs 信家 Nobuie 桃山時代（16世紀）

松竹梅象嵌鐔

しょうちくばいぞうがん

つば

Tsuba with Pine tree, bamboo and

Japanese apricot tree designs

平安城派

unsigned,attributed to

the Heianho school

室町時代（16世紀）

茶席図鐔 ちゃせきずつば Tsuba with a scene of tea ceremony 埋忠重長 Umetada Shigenaga 江戸時代（17世紀）

枝梅図小柄 えだうめずこづか Kozuka with plum blossoms designs 季胤 江戸時代（17-19世紀）

枝梅水仙図縁頭

えだうめすいせんずふ

ちがしら

Fuchigashira with plum blossoms and

Narcissus designs

一宮長常 Ichinomiya Nagatsune

享保7(1722)年-天明

6(1786)年

枝梅の図鐔 えだうめのずつば Tsuba with plum blossoms designs 一宮長常 Ichinomiya Nagatsune

享保7(1722)年-天明

6(1786)年

寿老文小柄 じゅろうもんこづか Kozuka with a god of longevity design 壽嶽軒元貞 JugokukenMotosada 江戸時代（19世紀）

月下三曲鐔 げっかさんきょくつば Tsuba with tree poems

光興・篤興・光秀

の合作

Mitsuok,Atsuoki and

Mitsuhide

江戸時代（19世紀）

枝菊図象嵌毛彫朧銀小

柄

えだきくずぞうがんけぼ

りろうぎんこづか

Kozuka with a chrysanthemum design 加納夏雄 Kano Natsuo

文政11（1828）年-明治31

（1898）年

職人百種図 しょくにんひゃくしゅず 100 kinds of craftmen 江戸時代（19世紀）

鞘塗手板 さやぬりていた Samples of lacquer 江戸時代（18-19世紀）

花の刀と刀装具花の刀と刀装具花の刀と刀装具花の刀と刀装具

作品名作品名作品名作品名 作者作者作者作者


