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弘前図書館蔵書目録　和装本の部その１

序

　また一年、漸く「弘前図書館蔵書目録　和装本の部」の
刊行をみた。
　今回の目録は唐本を含む和装本約 10,100 冊であるが、
漢籍では小西達夫氏寄贈の「小西文庫」、国書では「下沢保
躬文庫」をはじめとして、市内各方面の方々から寄贈をう
けた各種資料を収録した。またその外に弘前藩校稽古館並
びに江戸の弘前藩学校弘道館蔵書が若干含まれている。
　本館では昭和 35 年以来、蔵書図書群の整理に着手し、既
に郷土資料目録５巻（約 10,600 冊分）と戦前の一般図書目
録１巻（約 9,000 冊）を刊行して、着々と資料の公開・利
用を進めてきたが、今後とも一層整理の近代化に努め、利
用上の便益をはかりたいと思っている。
　資料の整理と目緑化については、当初から葛西恵三司書
が中心となり、本館職員が苦労をかさねてきたが、ここに
その努力に対し謝意を表すると共に、この目録が広く活用
されんことを切望する次第である。
　昭和 42 年９月
　　　　　　　　　　　　　　弘前図書館長　中田嘉彦

凡例

１　この目録には、昭和41年11月末における本館所蔵
の和装本（唐本を含む）のうち岩見文庫を除いた約
10,090冊を収めた。

１　資料の分類は、日本十進分類法（新訂６版）によった
が、変更した部分がある。

１　分類項目内の排列は、著者の没年順を原則としたが、
利用上の便宜を考えて、類似主題のものことを一括する
よう、◇印によって区別して排列した場合もある。

１　歴史部門の排列は、内容の時代順とし、個人伝記資料
は被伝記者氏名の五十音順、また、地誌においては地域
によって排列した。

１　注釈書・考証などの図書は、その原書の次に、もしく
は原書の時代に排列した。

１　主題および内容が多岐にわたり、他の分類項目にも掲
げることが妥当と考えられるものは、その分類項目にも
複出し、また、叢書の内容のおもなものは、分出した。

１　書名は、本文巻頭によることを原則とし、別題は註
記した。また、冠称とみられる小書き・割書きは、括弧
（　）に入れて小書きした。

１　著者名は、その著書に記載のものを原則としてとり、
別名の場合は、出来るだけ本名を註記した。

１　書名・著者名などの〔　〕は目録者の補足によるもの
であることを示し、（　）は註記的なものである。

１　記載事項は、標題（書名・編著者名）出版事項（出
版地・出版者・出版年・書写年）対照事項（冊数・大き
さ・装釘）註記事項（内容細目・註記）の順になってい
る。ただし、個人伝記資料に限り標目（被伝記者名）を
たてた。

１　筆写本は「写」と明記し、刊本は出版年のみを記し
「刊」を省略したが、出版年の不明のものは単に「刊」
と記した。

１　各図書の右端の記号数字（例：W025-3）は、その図
書の請求記号である。

１　資料の形態については、半紙・半紙倍・美濃などの
略称により、その概略の大きさを示すにとどめ、和、唐、
折本、巻子、畳物、一枚物と明記し、その数量はそれぞ
れ冊・帖・軸・舗・枚を単位称呼とした。

１　当用漢字表・人名用漢字別表（内閣告示）にある漢字
については、その字体に統一するようにつとめた。

１　巻末には、書名索引を加えて検索の便をはかった。
（＊第2版（PDF版）凡例参照）

第２版（PDF版）凡例

１　漢字の旧字体については、検索の便を考えて新字体と
した。

１　初版作成当時、注記としてつけられた現在市町村の所
属は、その後の市町村合併により変更になっている地域
もあるが、今回はそのままとした。

１　分類索引はページとしてつけず、本目録の使用に当た
ってはAdobe Readerの検索機能を利用されたい。

１　書名索引は割愛した。

　　　平成26年3月
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弘前図書館蔵書目録　和装本の部その１

000　総記

　　　　　　021　著作

筆禍史　宮武外骨　　　　　　　　　　　	 W021-1
　大阪　雅俗文庫　明治 44（1911）1 冊　半紙　和

　　　　　　025　一般書目　解題書目

和漢軍書要覧　2 巻　吉田一保編　　　　	 W025-1
　大阪　安永 7（1778）1 冊　半紙半　和

郡書一覧　和書部 6 巻　尾崎雅嘉　　　　	 W025-2
　大阪　海部屋勘兵衛　享和 2（1802）6 冊　美濃半　和

近代名家著述目録　8 巻　堤朝風編　　　	 W025-3
　江戸　天保 7（1836）5 冊　横小　和
　別題：本朝諸名家著述書目録
　合綴：医書目次（寛保元写）

書籍目録　下沢保躬編　　　　　　　　	 W025-4
　切抜及び写　12 冊　和

　　　　◇

欽定四庫全書簡明目録　20 巻　　　　　　	 W025-5
　附書目答問 2 巻（張之洞）乾隆帝中勅編
　清光緒 14（1888）6 冊　小　唐

彙刻書目外集　松沢老泉（麦）編　　　　　	 W025-6
　江戸　文政 3（1820）6 冊　美濃半　和

　　　　　　030　百科辞書　類書　名数

国花集　　　　　　　　　　　　　　　	 W031-1
　豊興堂　寛永 21（1644）1 冊　美濃半　和
　蔵書印：奥文庫

和漢名数　上田元周編　　　　　　　　	 W031-2
　宝暦 2（1752）1 冊　小　和

博物筌　山崎蘭斎（右門）　　　　　　　　	 W031-3
　明和 5（1768）1 冊　横小　和

博物筌　山崎蘭斎（右門）　　　　　　　	 W031-4
　安永 2（1773）1 冊　横小　和

（頭書増補）訓蒙図彙　21 巻目 1 巻　　　　　	 W031-4
　中村惕斎（之欽）
　京都　須磨勘兵衛　寛政元（1789）10 冊　半紙　和
　別題：訓蒙図彙大成

袖中草分衣　　　　　　　　　　　　　	 W031-6
　京都　文化 13（1816）1 帖　小　折本

林園月令　館機編　　　　　　　　　　　	 W031-7
　天保 2（1831）8 冊　小　和

袖鑑万物蔵　第 1 〜 3 編　　　　　　　　	 W031-8
　松亭金水（中村保定）
　江戸　錦森堂　嘉永6,7,文久元（1853,54,61）3冊
　半紙半

内外一覧　　　　　　　　　　　　　　　	 W031-9
　橋詰樸斎　高橋白山（利貞）共編
　明治 6（1873）1 帖　小　折本

　　　　◇

新刻事物紀原　10 巻　〔（宋）高承編〕　　	 W032-1
　（明）胡文煥校
　京都　武林新兵衛　1 冊　半紙　和

（明丘瓊山）故事必読成語考集註　巻下　　	 W032-2
　（明）丘濬著　三宅元信註
　京都　林芳兵衛　1 冊　美濃　和
　別題：故事成語集註

（標註）日記故事大全　7 巻　（明）張瑞図校　	 W032-3
　松山麻山標註
　東京　九春堂　明治 14（1881）3 冊　美濃半　和

精註雅俗故事読本　（明）程允升撰　　　	 W032-4
　平岡竜城訳
　東京　青天白日楼　大正 6,7（1917,18）2 冊　半紙　和

（新刻重校増補）円機活用全書　　　　　　　	 W032-5
　詩学 24 巻　韻学 14 巻（明）王世貞校
　京都　八尾友春　寛文 12（1672）40 冊　半紙　和

（新刻重校増補）円機活用全書　　　　	 W032-5 イ
　詩学 24 巻　韻学 14 巻（明）王世貞校
　京都　八尾友春　寛文 12（1672）20 冊　半紙　和

（新刻重校増補）円機活用全書　　　　　　	 W032-6
　詩学 24 巻　韻学 14 巻（明）王世貞校　石川英訂
　東京　博文館　明治 34（1901）3 冊　美濃半　和

佩文韻府　附索引（大槻如電（修二））　	 W032-7
　（清）張玉書等勅編
　東京　吉川弘文館　明治 41（1908）7 冊　美濃　和

韻府一隅　16 巻　（清）顔懋功編　　　　	 W032-8
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　文化 11（1814）2 冊　美濃半　和

　　　　◇

山林経済　16 巻（巻 1,2 欠）（朝鮮）鄭若鏞　	 W032-9
　朝鮮写　7 冊　美濃　唐
　別題：朝鮮博物志

　　　　　　049　雑書

南留別志（抜書）　〔荻生双松〕　　　　	 W049-1
　写　1 冊　半紙　和

初学指南鈔　3 巻　毛利貞斎（瑚珀）　　	 W049-2
　享保 5（1720）1 冊　半紙半　和

六道士会録　5 巻〔丹羽〕樗山　　　　　	 W049-3
　明和元（1764）写　1 冊　半紙　和

斥非　1 巻　附 1 巻　太宰鈍　　　　　　　	 W049-4
　江戸　延享 2（1745）2 冊　美濃　和

本朝世事談綺　巻 2,3　菊岡沾涼　　　　	 W049-5
　刊　2 冊　半紙　和

南嶺子　4 巻　桂秋斎（多田義俊）　　　	 W049-6
　大阪　河内屋嘉兵衛　寛延 2（1749）4 冊　美濃　和

質疑篇・瑣語　五井純禎　　　　　　　	 W049-7
　大阪　文海堂　金魚館　明和 4（1767）3 冊　美濃　和

柏伝　竹川二位口授　野田忠粛補　　　	 W049-8
　大阪　明和 5（1768）1 冊　半紙半　和

経史摘語　2 巻〔鈴木〕煥卿（兵卿）　　	 W049-9

　江戸　青黎閣　安永 3（1774）序刊　2 冊　半紙　和

春湊浪話　3 巻　土肥経平　　　　　　　	 W049-10
　写　3 冊　半紙　和

安斎雑考　伊勢貞丈　　　　　　　　　　	 W081-4
　明治 33（1900）2 冊（故実叢書第 1,2）

安斎随筆　伊勢貞丈　　　　　　　　　　	 W081-4
　明治 33（1900）10 冊（故実叢書第 3 〜 12）

牛馬問　前集 4 巻　新井白蛾（祐登）　　	 W049-11
　宝暦 6（1756）4 冊　美濃　和

間合早学問　2 巻　大江資衡　　　　　　	 W049-12
　安政 6（1859）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

学翼　大江玄圃（資衡）　　　　　　　　	 W708-1
　大正 8（1919）1 冊（芸苑叢書第 1 集第 25 冊）

翁草　巻 4〔神沢杜口〕（貞幹）　　　　	 W049-13
　刊　1 冊　美濃　和

嚶鳴館遺草　6 巻〔細井〕平州（徳民）　	 W049-14
　写（三上喜左衛門）1 冊　半紙　和

嚶鳴館遺草　6 巻（巻 4 〜 5 欠）　　　　　	 W049-15
　〔細井徳民〕
　天保 6（1835）3 冊　美濃　和

答問録　本居宣長著　千村仲雄校　　　	 W049-16
　大阪　塩谷忠兵衛　天保 6（1835）1 冊　美濃　和

北窓瑣談　3 巻　後篇 4 巻（巻 2 欠）　　　	 W049-17
　橘雨谿（宮川春暉）

　文政 8（1825）6 冊　美濃　和

梧窓漫筆　太田元貞　　　　　　　　　	 W049-18
　江戸　玉巌堂　文政 6（1823）2 冊　美濃　和

松陰快談　長野豊山（確）　　　　　　　　	 W708-1
　大正 8（1919）1 冊（芸苑叢書第 1 集第 13 冊）

良山堂茶話　阿部良山（温）　　　　　　　	 W708-1
　大正 8（1919）1 冊（芸苑叢書第 1 集第 14 冊）

松屋棟梁集　初編 1 巻　　　　　　　　　	 W049-19
　高田（小山田）与清
　文化 13（1816）1 冊　美濃　和

比古婆衣　巻 2　伴信友　　　　　　　　	 W049-20
　京都　菱屋正治郎　弘化 4（1847）1 冊　美濃　和

玄同放言　巻 1 〜巻 3　滝沢馬琴（解）　	 W049-21
　江戸　文渓堂　文政元 ,3（1818,20）6 冊　美濃　和

傍廂　前集 3 巻　斎藤彦麿　　　　　　　	 W049-22
　江戸　文永堂　万延 2（1961）3 冊　美濃　和
　別題：喜多比沙志

嚶々筆語　1 巻　二編（嚶々筆話）　　　	 W049-23
　野之口隆正等
　京都　弘文堂　天保 13（1842）2 冊　美濃　和

寒檠璅綴　3 巻　浅野蒋譚（長祚）　　　	 W708-1
　刊　3 冊（芸苑叢書第 1 集第 15 〜 17 冊）

春富集　第 7（武辺話・遺老物語）　　　	 W049-24
　写　1 冊　半紙　和



和 装 本 目 録 １

4

てのひら草紙　3 巻　　　　　　　　　　	 W049-25
　写　1 冊　半紙　和

万柴記　　　　　　　　　　　　　　　	 W049-26
　写　1 冊　半紙　和
　内容：四季料理之献立　食物喰合之事　官職之注　歌よみ

方指南　印肉拵へ様　諸流能書　本朝名画　和漢百官名

せん羽づる寄　　　　　　　　　　　　　	 W049-27
　写　1 冊　半紙　和

六合叢談　巻 1,2,6 〜 13, 第 2 巻第 1,2 号　	 W049-28
　東京　万屋兵四郎　5 冊　半紙　和
　蔵書印：弘前藩学校

（偶評）続今体名家文抄　5 巻　　　　　　　	 W049-29
　土居光華編
　東京　小林新兵街　明治 10（1877）3 冊　半紙　和

経史詩文講義筆記　鳳文館講義科編　　	 W049-30
　東京　編者　明治 16（1883）1 冊　半紙半　和

詩歌和書群書抜萃　　　　　　　　　　	 W049-31
　写　1 冊　半紙　和

全世界の友（各種新聞抜萃）　　　　　	 W049-32
　明治 6 年〜明治 24 年
　4 冊　美濃半　半紙半　和

外国新聞　（外国新聞よりの抜書）　　	 　W049-33
　写　1 冊　半紙　仮綴

奇文集或　巻 1,3　　　　　　　　　　	 　W049-34
　川端蛙（下沢忠一）編
　写　2 冊　美濃半　和

本居雑考　2 巻　本居豊潁　　　　　　　	 W049-35
　東京　好古社出版部　明治 37（1904）2 冊　半紙　和

雁木遺稿　田中好賢著　景浦直孝編　　	 W049-36
　松山　仲野政五郎　昭和 3　1 冊　半紙　和

玉州小影　長島喜四郎編　　　　　　　	 W049-37
　蒲郡町（愛知県）編者　昭和 6　1 冊　美濃　和

　　　　◇

白虎通　上巻（漢）班固編　　　　　　	 W049-38
　清康煕 7（1668）序刊　1 冊　美濃半　唐

風俗通義　10 巻　　　　　　　　　　	 W049-39
　（漢）応劭著（明）鐘惺評
　万治 3（1660）2 冊　美濃　和

古今註　3 巻（明）崔豹　　　　　　　　	 W049-40
　明刊　1 冊　半紙　唐（渋江抽斎旧蔵）

中華古今註　3 巻　（晋）馬縞編　　　　	 W049-41
　清刊　1 冊　美濃半　唐

夢渓筆談　26 巻　補 3 巻　校記 1 巻　　	 W049-42
　（宋）沈括
　清光緒 32（1906）4 冊　美濃　唐

梁谿漫誌　10 巻（宋）費袞　　　　　　	 W049-43
　清刊　4 冊　美濃半　唐（知不足斎叢書）

（新刊）鶴林玉露　18 巻　（宋）羅大経　　	 W049-44
　慶安元（1648）3 冊　美濃　和

猗覚寮雑記　2 巻（宋）朱翌　　　　　　	 W049-45
　清刊　4 冊　美濃半　唐（知不足斎叢書）

容斎随筆　16 巻　　　　　　　　　　　　　	 W049-46
　続筆　二筆　三筆　四筆　各 16 巻　五筆 10 巻
　（宋）洪邁
　上海　掃葉山房　民国2（1913）（石印）10冊
　美濃半　唐

蘆浦筆記　10 巻（宋）劉昌詩　　　　　	 W049-47
　清刊　1 冊　美濃半　唐（知不足斎叢書）

（陳眉公重訂）野客叢書　12 巻　　　	 W049-48
　（宋）王楙著（明）陳継儒訂
　承応 2（1653）6 冊　美濃　和

五雑俎　拓巻（巻 3,4,7,8,13,14 欠）　　	 W049-49
　（明）謝肇淛
　寛文元（1661）5 冊　半紙　和

焦氏筆乗　6 巻（明）焦竑　　　　　　　	 W049-50
　京都　林甚右衛門　慶安 2（1649）2 冊　美濃　和

分廿余話　4 巻（清）王士禎（士正）　　	 W049-51
　上海　掃葉山房　民国元（1912）（石印）1冊　美濃半　唐

酔古堂剣掃　12 巻　（清）陸紹珩編　　　	 W049-52
　東京　嵩山堂　明治 44（1911）3 冊　半紙半　和

　　　　　◇

櫟翁稗説　　　　　　　　　　　　　　　	 W049-53
　（朝鮮世宗 13 年刊養安院旧蔵本影印）
　（高麗）李斉賢
　東京　民友社　大正 2（1913）1 冊　半紙　和
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　（成簀堂叢書）

　　　　　　050　逐次刊行書　雑誌

〔明治初期雑誌綴〕第 1　　　　　　　　	 W051-1
　明治 9 〜 21（1876 〜 88）1 冊　美濃半　仮綴
　内容：風雅新誌　第47号（明治11）　観光小誌　第

16号　開農雑報　第37,49（明治10,11）東京新誌　第
6号（明治9）　能言雑纂　第2,10,15,20,25号（明治
20,21）

〔明治初期雑誌綴〕第 2　　　　　　　　	 W051-2
　明治 9,10（1876,77）1 冊　美濃半　仮綴
　内容：名誉新誌　第 12,30,32 号（明治 9,10）文学雑誌
　第 16 号（明治 10）

好古類纂　好古社編　　　　　　　　　　	 W051-3
　東京　編者　明治 33,39（1900,06）3 冊　半紙　和
　内容：第1集（明治33）　第2編第10集（明治39）　第

3編第2集（明治39）

　　　　　　070　新聞

中外新聞　外篇（巻 16,19,23）第 41 〜 43 号	 W071-1
　江戸　上州屋　慶応 4（1868）1 冊　半紙　和

　　　　　　080　叢書　全集

群書類従目縁　　　　　　　　　　　　　	 W081-1
　写　1 冊　美濃　和

群書類従　塙保己一編　　　　　　　　　	 W081-2
　刊　3 冊　美濃　和
　内容：
　巻 141　尺素往来（一条兼良）

　巻 303　筑波問答（二条良基）吾妻問答（釈宗祇）
　巻 424　武具要説（高坂弾正（昌信）馬具寸法記

長周叢書　村田峰次郎編　　　　　　　　	 W081-3
　東京　稲垣常三郎　明治 23 〜 25（1890 〜 92）20 冊
　半紙　和
　内容：
　〔第１〕大江匡房卿伝（近藤芳樹）
　〔第２〕山田原欽先生事績（村田春信（峰次郎）
　〔第３〕作文初問（山県孝孺）三之逕（滝長愷）
　〔第４〕学則（近藤芳樹）言葉の徳（安部真貞）
　〔第５〕長門国誌（明　陳元贇）長門金匱
　〔第６〕萩古実未定之覚（鳥田智庵（貫通）
　〔第７〕忠王公略伝
　〔第８〕毛利隆元卿伝（吉田矩方）毛利隆元卿伝（山県

禎）吉川元春卿伝（吉川家）小早川隆景卿伝（青山廷光）
　小早川隆景卿伝（塩谷世弘）
　〔第9〕羽賀台御狩の記（冷泉古風（謹一）
　〔第10〕洞春公略譜（滝長愷）常栄公略譜（滝長榿）

天樹公略譜（滝長愷）大照公略譜（滝長榿）
　〔第11〕万治制法
　〔第12〕古田松陰先生遺文（村田峰次郎編）
　〔第13〕虚実見聞記（和智東郊（恕卿）
　〔第14〕（欠）
　〔第15〕救饑提要（布施御牆）　童子先誦（布施御

牆）他所問答（布施御牆）
　〔第16〕春霞集（毛利元就）
　〔第17〕技療録（南部彜）
　〔第18〕独嘯嚢語（永富鳳）漫遊雑記（永富鳳）
　〔第19〕事斯語（毛利斉広編）
　〔第20〕輝元公上洛日記（平佐就言）
　〔第21〕長周叢書解題目録（村田峰次郎編）

故実叢書　今泉定介編　　　　　　　　　	 W081-4
　東京　吉川半七　明治 32,33（1899,1900）26 冊　4 帖

　内容：
　〔第1,2〕安斎雑考（伊勢貞丈）
　〔第3〜12〕安斎随筆（伊勢貞丈）
　〔第13〕御代始抄（一条兼良）有職袖中抄
　〔第14,15〕軍用記並附図（伊勢貞丈）
　〔第16〕建武年中行事略解（壺非義知）
　〔第17〜23〕装束集成
　〔第24〕本朝軍器考（新井君美）
　〔第25〕本朝軍器考附図（本朝軍器考集古図説）（新

井君美）
　〔第26〕輿車図考（松平定信）
　〔第27,28〕輿車図考附図（松平定信編　渡辺広輝画）
　〔第29〕冠帽図会（松岡辰方編）
　〔第30〕鐙着用次第（伊勢貞丈）

　　　　　◇

忠武侯諸葛孔明先生全集　（漢）諸葛亮著	 W082-1
　（清）張澍編　　　　　　　　　　　　　　　
　清同治元（1862）（木活）12 冊　半紙　唐
　内容：
　第 1 〜 3　故事　5 巻
　第 4 〜 7　兵法　6 巻首 1 巻
　第 8 〜 10　奇門遁甲　6 巻首 1 巻
　第 11　火攻心法　列伝
　第 12　列伝
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100　哲学

　　　　　　121.2　国学　和学

（荷田大人）創学校啓　荷田東麻呂（春満）　	 W121.2-1
　慶応 2（1866）跋刊　1 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）
　別題：荷田大人啓

（荷田大人）創学校啓　荷田東麻呂（春満）	 W121.2-1 イ
　慶応 2（1866）跋刊　1 冊　美濃　和

　　　　　◇

古史伝　平田篤胤著　　　　　　　　	 W121.2-2
　平田鉄胤　平田延胤補
　刊　24 冊　美濃　和

古史伝　巻 1,3 〜 20　平田篤胤著　　	 W121.2-2 イ
　平田鉄胤　平田延胤補
　刊　19 冊　美濃　和

古史伝　巻 9 〜 11　平田篤胤　　　　	 W121.2-2 ロ
　刊　3 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

古史徴　附神代系図　平田篤胤　　　	 W121.2-3
　文政 2（1819）11 冊　美濃　和

古道大意　2 巻　平田篤胤　　　　　　	 W121.2-4
　文政 7（1824）序刊　2 冊　半紙　和

古道大意　2 巻　平田篤胤　　　　　	 W121.2-4 イ
　文政 7（1824）序刊　2 冊　半紙　和

古道大意　2 巻　平田篤胤　　　　　　	 W121.2-5
　文政 7（1824）序刊　4 冊　美濃　和

古道大意　平田篤胤　　　　　　	 W121.2-6
　安政 6（1859）写（下沢保躬）2 冊　半紙　和

皇典文彙　3 巻　平田篤胤編　　　　　	 W121.2-7
　天保 8（1837）序刊　3 冊　美濃　和

大道或問　1 巻　平田篤胤著　　　　	 W121.2-8
　碧川好高訂
　安政 4（1857）序刊　1 冊　半紙　和

大道或問　1 巻　平田篤胤著　　　　　　	 W121.2-9
　碧川好高訂
　文久 3（1863）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

童蒙入学門　〔平田篤胤〕　　　　　　	 W121.2-10
　刊　1 冊　美濃　和

童蒙入学門　其他　平田篤胤著　　　	 W121.2-11
　写　1 冊　半紙　和
　内容：童蒙入学門（平田篤胤）古道訓蒙頌（久保季茲）

古道学弁書（竹内孫市）

　　　　　◇

神武必勝論（原本影印）3 巻　　　	 W121.2-12
　平野国臣
　明治 20（1887）3 冊　美濃　和
　註：原本は紙よりで書いたもの

経義大意　八田知紀　　　　　　　　	 W121.2-13
　元治元（1864）序刊　1 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

経義大意　八田知紀　　　　　　　　　	 W121.2-14
　慶応 2（1866）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

学則　近藤芳樹　　　　　　　　　　　　	 W081-3
　明治 24（1891）（長周叢書第 4 ノ内）

碧海学説　内藤正直（耻叟）　　　　	 W121.2-15
　東京　著者　明治 30（1897）1 冊　美濃半　和

　　　　　　121.4　日本朱子学派

春鑑抄　1 巻〔林道巻〕（信勝）　　　	 W121.4-1
　寛永 6（1629）1 冊　小　和

彜倫抄　講習堂昌三（松永遐年）　　　	 W121.4-2
　写　1 冊　半紙　和

言志晩録　佐藤一斎（坦）　　　　　　	 W121.4-3
　嘉永 3（1850）1 冊　美濃　和

南州手抄言志録　秋月種樹評　　　　	 W121.4-4
　吉田晩稼書
　東京　研学会　明治 21（1888）1 冊　半紙　和

　　　　　　121.5　日本陽明学派　藤樹学　江西学

集書外書　巻 6 〜 16　　　　　　　　　　	 W121.5-1
　〔熊沢蕃山〕（伯継）
　江戸　須原屋茂兵衛　宝永 6（1709）11 冊　美濃　和
　（稽古館旧蔵）

（四書談外篇）三教一致編　1 巻　　　　　	 W121.5-2
　小南栗斎（寛）
　江戸　日益軒　天保 12（1841）2 冊　半紙　和

　　　　　　121.6　日本古学派
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聖教要録　〔山鹿素行〕（高祐）　　　　　	 K022-1
　寛文 5（1665）序　1 冊　半紙半　和

聖教要録　山鹿素行（高祐）　　　　　	 W121.6-1
　東京　柳谷謙太郎　明治 42（1909）1 冊　半紙　和

聖教要録　山鹿素行（高祐）　　　　　	 W121.6-1 イ
　東京　柳谷謙太郎　明治 42（1909）1 冊　半紙　和

聖教要録　山鹿素行（高祐）　　　	 W121.6-2
　東京　素行会　大正 2（1913）1 冊　半紙　和
　合帙：聖教要録弁義

聖教要録弁義　古川黄一編　　　　　	 W121.6-3
　東京　素行会　大正 2（1913）1 冊　半紙　和
　合帙：聖教要録

中朝事実　2 巻　山鹿高興（高祐）　　　　	 K022-2
　〔延宝 9〕（1681）2 冊　美濃　和

中朝事実　2 巻　山鹿高興（高祐）　　	 W121.6-4
　明治 41（1908）2 冊　半紙　和

中朝事実衍義　山鹿素行（高祐）著　　	 W121.6-5
　山本江雨編
　大阪　精華堂書店　大正元（1912）2 冊　美濃　和

山鹿語類　45 巻目 1 巻　　　　	 W121.6-6
　山鹿素行（高祐）
　写　46 冊　美濃　和

山鹿語類　45 巻　序目 1 巻　　　　　　	 W121.6-7
　（巻 1 〜 3,22 〜 24,26 〜 32 欠）
　山鹿素行（高祐）
　写　32 冊　美濃　和

配所残筆　（自筆本影即）山鹿高祐　	 W121.6-8
　東京　乃木希典　明治刊　1 冊　美濃　和

鄒魯大旨　上巻　伊藤東涯（長胤）　　	 W121.6-9
　享保 10（1725）1 冊　美濃　和

産語　2 巻　太宰春台（純）　　　　　　	 W121.6-10
　江戸　文刻堂　寛延 2（1749）2 冊　半紙　和

　　　　　　121.7　日本折衷学派　その他の儒家

性説疏義　亀田鵬斎（長興）著　　　　　	 W121.7-1
　中島撫山（慶）疏義
　札幌　中島賾臣　昭和 10　2 冊　半紙　和

　　　　　　121.8　水戸学

弘道館記述義　藤田尨　　　　　　　　	 W121.8-1
　刊（木活）1 冊　美濃半　和

弘道館記述義　藤田尨　　　　　　　　	 W121.8-2
　写　1 冊　半紙　和

新論　2 巻　会沢安　　　　　　　　　	 W121.8-3
　江戸　玉山堂　安政 4（1857）2 冊　美濃　和

新論　2 巻　会沢安　　　　　　　　　　	 W121.8-3 イ
　江戸　玉山堂　安政 4（1857）2 冊　美濃　和

新論　2 巻　附蛇足論〔会沢安〕　　	 W121.8-4
　刊（木活）3 冊　美濃　和

及門遺範　1 巻　会沢安　　　　　　　	 W121.8-5
　江戸　玉巌書堂　文久元（1861）1 冊　美濃　和

　　　　　　123　経書

（校正訓点）五経（周易・尚書・詩経各 2 巻　礼記 4 巻　   
　春秋 1 巻）	 W123-1
　京都　勝村治右衛門　慶応 3（1867）11 冊　美濃半　和

　　　　　　123.1　易類　周易

周易卜子夏伝（書入本）11 巻　　　	 W123.1-1
　〔（周）卜商〕著　小林珠淵校
　天明 3（1783）3 冊　美濃　和

周易　10 巻（巻 1 〜 6 欠）（晋）韓康伯註　	 W123.1-2
　京都　宝暦 9（1759）2 冊　美濃　和

易経集注　巻 1,2〔（宋）朱熹〕　　　	 W123.1-3
　京都　野田庄右衛門　寛文 3（1663）1 冊　美濃　和

周易　24 巻　序目 1 巻（宋）程頣伝　	 W123.1-4
　（宋）朱熹義
　京都　今村八兵衛　享保 9（1724）13 冊　美濃　和
　題簽：（首書）易経集註

周易　24 巻　　　　　　　　　　　	 W123.1-4 イ
　（宋）程頣伝（宋）朱熹義
　京都　今村八兵衛　享保 9（1724）12 冊　美濃　和

（再刻頭書）易経集註　24 巻　序目 1 巻　　	 W123.1-5
　（宋）程頣伝（宋）朱熹義
　大阪　汲書房　明治 9（1876）13 冊　美濃　和

周易国字弁　8 巻　　　　　　　　　　	 W123.1-6
　寛政 12（1800）4 冊　半紙　和
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周易原論　渡辺千春　　　　　　　　　	 W123.1-7
　東京　渡辺昭　大正 10（1921）1 冊　美濃　和

　　　　　　123.2　書類　尚書

尚書　13 巻（巻 3 〜 5 欠）（漢）孔安国伝　	 W123.2-1
　京都　寛延 4（1751）4 冊　美濃　和

書経　6 巻　（宋）蔡沈集註　　　　　　	 W123.2-2
　日本刊　6 冊　半紙　和
　別題：書経集註

書経　巻 5,6（宋）蔡沈集註　　　　　	 W123.2-3
　享和元（1801）2 冊　美濃　和
　別題：書経集注

書経　6 巻（宋）蔡沈集註　　　　　　	 W123.2-4
　大阪　汲書房　明治 9（1876）6 冊　美濃　和
　別題：（再刻頭書）書経集註

古文尚書標註　13 巻　　　　　　　　	 W123.2-5
　宇野東山（成之）訂
　天明 3（1783）6 冊　美濃　和

　　　　　　123.3　詩類　毛詩

毛詩註疏　20 巻（漢）鄭玄箋　　　　	 W123.3-1
　（唐）孔頴達疏
　汲古閣　明刊 2　0 冊　半紙　唐

毛詩　20 巻　（漢）鄭玄箋　　　　　　	 W123.3-2
　京都　享和 2（1802）5 冊　美濃　和
　別題：毛詩鄭箋

詩経古註標註　5 巻（漢）鄭玄箋　　　	 W123.3-3

　宇野東山（成之）
　天明 6（1786）5 冊　美濃　和
　別題：毛詩鄭箋標註

毛詩指説　1 巻（唐）成伯瑜　　　　　	 W123.3-4
　大阪　蒹葭堂　明和 5（1768）1 冊　美濃　和

毛詩註疏校勘記　（清）阮元編　　　　	 W123.3-5
　民国刊　1 冊　美濃半　唐（宋本十三経注疏附校勘記）

詩経　8 巻（宋）朱熹集伝　　　　　　	 W123.3-6
　清刊　4 冊　半紙　唐（稽古館旧蔵）
　別題：詩経集注

詩経　8 巻（宋）朱熹集伝　　　　　　	 W123.3-7
　野田庄右衛門　寛文 4（1664）8 冊　美濃　和
　別題：詩経集註

詩経　8 巻（宋）朱熹集伝　　　　　　	 W123.3-8
　大阪　汲書房　明治 9（1876）8 冊　美濃　和
　別題：（再刻頭書）詩経集註

詩経　8 巻（宋）朱熹集伝　　　　　	 W123.3-8 イ
　大阪　汲書房　明治 9（1876）8 冊　美濃　和
　別題：詩経集註

経義考　　　　	 W123.3-9
　写　1 冊　美濃　和

　　　　　　123.4　礼類

周礼註疏　42 巻　（漢）鄭玄註　　　　	 W123.4-1
　（唐）賈公彦疏
　汲古閣　明崇禎元（1628）20 冊　半紙　唐（弘道館旧蔵）

儀礼註疏　17 巻（漢）鄭玄註　　　　	 W123.4-2
　（唐） 賈公彦疏
　明万暦 21（1593）16 冊　美濃　唐

儀礼註疏　17 巻（漢）鄭玄註　　　　	 W123.4-3
　（唐） 賈公彦疏
　汲古閣　明刊　14 冊　半紙　唐（弘道館旧蔵）

礼記註疏　63 巻（巻 21 〜 41 欠）　　　　	 W123.4-4
　（漢）鄭玄註（唐）孔頴達疏
　汲古閣　明崇禎 12（1639）20 冊　半紙　唐
　（弘道館旧蔵）（註：弘前藩江戸の学校）

礼記　20 巻（漢）鄭玄註　　　　　　	 W123.4-5
　京都　宝暦 9（1759）10 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

礼記　10 巻（元）陳澔集説　　　　　	 W123.4-6
　清康熙 41（1702）10 冊　半紙　唐（稽古館旧蔵）
　別題：監本礼記

礼記集説　30 巻（元）陳澔　　　　　	 W123.4-7
　京都　今村八兵衛　享保 9（1724）20 冊　半紙　和
　別題：礼記集註

　　　　　　123.5　楽類

御製律呂正義　上編 2 巻　　　　　　　	 W123.5-1
　写　2 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

　　　　　　123.6　春秋類

春秋経　〔（宋）胡安国〕　　　　　　　	 W123.6-1
　日本刊　1 冊　美濃半　和
　別題：春秋胡氏伝
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春秋集伝大全　37 巻　首 1 巻　　　　　	 W123.6-2
　（明）胡広編　林信勝点
　京都　吉文字屋庄右衛門　刊　38 冊　美濃　和
　（稽古館旧蔵）

春秋大義　藤川三渓（忠猷）　　　　　	 W123.6-3
　東京　吉川半七　明治 16（1883）2 冊　美濃　和

　　　　◇

春秋経伝集解（書入本）30 巻　　　	 W123.6-4
　（巻 7,8,13,14 欠）（晋）杜預註
　日本刊　13 冊　美濃　和
　別題：春秋左氏伝

春秋左伝　30 巻（晋）杜預集解　　　　	 W123.6-5
　京都　安永 6（1777）15 冊　美濃　和
　別題：春秋左伝集解

春秋左伝　30 巻（晋）杜預集解　　　	 W123.6-6
　寛政 12（1800）15 冊　美濃　和

春秋左氏伝校本　30 巻（晋）杜預集解	 W123.6-7
　（唐）陸徳明音義　秦鼎校
　大阪　積善館　明治 19（1886）15 冊　美濃　和

春秋左伝註疏　60 巻（巻 1 〜 18 欠）　　　	 W123.6-8
　（晋）杜預註（唐）孔穎達疏
　汲古閣　明崇禎11（1638）23冊　半紙　唐（稽古館旧裁）

春秋釈例　15 巻（晋）杜預　　　　　	 W123.6-9
　上海　掃葉山房蔵板（武英殿原本）清嘉慶 5（1800）
　8 冊　美濃　唐（稽古館旧裁）

（音註全文）春秋括例始末左伝句読直解　70 巻

　（宋）林堯叟著（明）凌稚隆編　	 W123.6-10
　奥田元継校
　大阪　寛政 5（1793）20 冊　美濃　和
　別題：春秋左氏伝評林

（音註全文）春秋括例始末左伝句読直解　	 W123.6-10 イ
　70 巻（巻 26 〜 30 欠）（宋）林堯叟著（明）凌稚隆編
　大阪　寛政 5（1793）14 冊　美濃　和

原本左伝系譜　（明）張我城編　　　　	 W123.6-11
　大阪　元文 3（1738）1 冊　半紙半　和

原本左伝系譜　（明）張我城編　　　	 W123.6-11 イ
　大阪　元文 3（1738）1 冊　半紙半　和

春秋左伝　30 巻（巻 1 〜 6 欠）　　　　	 W123.6-12
　那波師会句読
　京都　中江久四郎　宝暦 5（1755）12 冊　美濃　和

左伝輯釈　25 巻　安井衡　　　　　　	 W123.6-13
　彦根藩学校蔵版　明治 4（1871）21 冊　美濃　和

左伝輯釈　25 巻　安井衡　　　　	 W123.6-13 イ
　彦根藩学校蔵版　明治 8（1875）21 冊　美濃　和

春秋左氏伝講義　30 巻　　　　　　　	 W123.6-14
　（晋）杜元凱（預）集解　稲垣真講述
　東京　興支社　大正 2（1913）4 冊　半紙　和
　（少年叢書漢文学講義第 15 編）

　　　　　　123.7　孝経

孝経五種　杉浦親之助編　　　　　　　	 W123.7-1
　東京　編者　大正 14（1925）1 冊　半紙　和
　内容：国訳孝経（中江藤樹（原）古文孝経　今文孝経　

古文孝経孔氏伝（弘安2年写本文政6年摹刻本影印）孝
経啓蒙（中江藤樹（原）附篆書孝経（清　呉大澂）

孝経孔氏伝　1 巻（漢）孔安国伝　　　	 W123.7-2
　日新館（会津藩）嘉永元（1848）1 冊　美濃　和

孝経鄭氏解　1 巻（漢）鄭玄解　　　　	 W123.7-3
　（清）洪頣煊補証　東条弘増
　文化 11（1814）1 冊　美濃　和

孝経正義　9 巻（宋）邢昺　　　　　　	 W123.7-4
　汲古閣　明刊　1 冊　半紙　唐

孝経余師　　　　　　　　　　　　　　	 W123.7-5
　刊　1 冊　半紙半　和

孝経大義示蒙　大内董平講　　　　　　	 W123.7-6
　横浜　著者　明治 43（1910）1 冊　半紙　和

　　　　　　123.8　四書

（新鐫音釈圏点章提節大魁）四書正文　　　　	 W123.8-1
　（明）張鼎校
　明崇禎 4（1631）2 冊　半紙　唐

四書集注　（大学 1 巻　中庸 1 巻　論語巻 3 〜 10　孟子
巻 1 〜 10）　　　	 W123.8-2
　（宋）朱熹章句　林道春（信勝）点
　広文堂　文政刊　8 冊　美濃　和（大学は竹林堂文化刊
　孟子巻 1,2 は最勝堂寛政刊）

〔四書集注〕　（宋）朱熹集註　　　　　	 W123.8-3
　林道春（信勝）点
　刊　2 冊　半紙　和
　内容：論語孟子上
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四書集注　（宋）朱熹集註　　　　　　　	 W123.8-4
　明治 13（1880）3 冊　美濃半　和

四書（大学１巻　中庸 1 巻　論語 10 巻　孟子 14 巻）
　（宋）朱熹集解　後藤世鈞点　　　　	 W123.8-5
　明治 17（1884）10 冊　美濃　和

（鼇頭弁書）四書集注　（後藤点）　　　　	 W123.8-6
　大学 1 巻　中庸 1 巻　論語 10 巻　孟子 7 巻
　（宋）朱熹集註　大槻東陽（誠之）編
　東京　東崖堂　明治 27（1894）10 冊　半紙　和

四書大全説約合参正解　巻 3 〜 5（中庸）　巻 17（孟子巻 2）
　（清）呉荃	 W123.8-7
　日本刊　4 冊　美濃　和
　別題：四書正解

四書句読或問（大学　中庸）　　　　	 W123.8-8
　山鹿素行（高祐）
　写　2 冊　半紙　美濃　和

四書訓蒙輯疏　29 巻　安部井褧編　　	 W123.8-9
　会津藩蔵版　嘉永元（1848）29 冊　美濃　和

四書新釈　（大学　孟子）　　　　　　	 W123.8-10
　久保天随（得二）
　東京　博文館　明治 34,35（1901,02）3 冊　半紙　和

　　　　◇

大学　（芳野金陵定本）1 巻　　　　	 W123.8-11
　明治 34（1904）写（外崎覚）1 冊　半紙　和

大学　（宋）朱熹章句　　　　　　　　	 W123.8-12

　日本刊　1 冊　美濃　和

大学　（宋）朱熹章句　林信勝点　　　	 W123.8-13
　天保刊　1 冊　美濃　和

大学　（宋）朱熹章句　林信勝点　　	 W123.8-14
　刊　1 冊　美濃　和

大学　（宋）朱熹章句　後藤点　　　　	 W123.8-15
　刊　冊　美濃　和

大学古本質言　（清）劉元　　　　　　	 W123.8-16
　清光緒 33（1907）1 冊　半紙　唐

大学章句俗解　5 巻　山田昌殷　　　　	 W123.8-17
　京都　永田長兵衛　貞享 2（1685）1 冊　美濃　和

大学解　1 巻　中庸解 2 巻　　　　　　	 W123.8-18
　荻生徂徠（双松）
　江戸　宝暦 3（1753）3 冊　美濃　和

大学章句筆記　2 巻　三宅重固　　　　	 W123.8-19
　写　2 冊　半紙　和

大学経典余師抜書　附官儀・大平記抜書	 W123.8-20
　渓世尊　　　　　　　　　　　　　　
　写　（下沢保躬）1 冊　半紙半　和

　　　　◇

中庸　（宋）朱熹章句　林信勝点　　　	 W123.8-21
　天保刊　1 雌　黄混　和

中庸問答　12 巻　　　　　　　　　　	 W123.8-22
　写　4 冊　半紙　和（葛西清方旧蔵）

中庸余師　　　　　　　　　　　　　　	 W123.8-23
　江戸　文昇堂　嘉永 6（1853）1 冊　美濃半　和

　　　　◇

論語　10 巻（宋）朱熹集註　　　　　	 W123.8-24
　林道春（信勝）点
　〔天明 2〕（1782）4 冊　美濃　和

（鼇頭弁書）論語集註（後藤点）10 巻　	 W123.8-25
　（宋）朱熹註　大槻東陽（誠之）編
　東京　東涯堂　明治 27（1894）2 冊　半紙　和

論語古訓正文　2 巻　太宰定保校　　	 W123.8-26
　宝暦 4（1754）1 冊　美濃　和

経典余師（論語）　渓世尊　　　　　	 W123.8-27
　刊　4 冊　半紙　和

論語類編　松田東編　　　　　　　　	 W123.8-28
　東京　吉川半七　明治 31（1898）1 冊　半紙　和

論語講義　花輪時之輔講　　　　　　	 W123.8-29
　深井鑑一郎編
　東京　誠之堂書店　明治 35（1902）2 冊　半紙　和

　　　　◇

孟子　14 巻（漢）趙岐註　　　　　　	 W123.8-30
　江戸　崇文堂　延享 4（1747）4 冊　美濃　和
　（奥文庫旧蔵）
　別題：趙氏孟子

孟子　（宋）朱熹集註　　　　	 W123.8-31
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　大阪　大野木市兵衛　元禄 8（1695）1 冊　半紙半　和

孟子　14 巻（宋）朱熹集註　　　　　	 W123.8-32
　林道春（信勝）点
　天明 2（1782）4 冊　美濃　和

孟子　14 巻（宋）朱熹集註　　　　　	 W123.8-33
　林信勝点
　嘉永 3（1850）4 冊　美濃　和

孟子　巻下　（宋）朱熹集註　　　　　	 W123.8-34
　安政刊　1 冊　美濃半　和

孟子　巻 1,2　（宋）朱熹集註　　　　	 W123.8-35
　日本刊　1 冊　半紙半　和

孟子　（宋）朱熹集註　後藤点　	 W123.8-36
　大阪　明治 16（1883）4 冊　美濃　和

孟子　巻 1,4, ５　（宋）朱熹集註　　　	 W123.8-37
　大槻東陽（誠之）編
　刊　2 冊　半紙　和

孟子講義筆記　三島中州（毅）　	 W123.8-38
　写　1 冊　半紙　和

　　　　124　儒教　儒家（先秦及び秦代）

孔子家語　10 巻　（魏）王粛註　　　　　　	 W124-1
　太宰純増註
　江戸　嵩山房　寛保 2（1742）5 冊　美濃　和

孔子家語　10 巻（巻 1,2 欠）（魏）王粛註　	 W124-2
　岡白駒補註
　京都　風月堂　寛保元（1741）4 冊　美濃　和

　　　　　125　中世・近世儒家

新序　10 巻　（漢）劉向著　平野玄中点　	 W125-1
　江戸　錦山堂　享保 20（1735）5 節　美濃　和
　別題：劉向新序

説苑　20 巻　（漢）劉向　　　　　　　　　　	 W125-2
　瀬尾源兵衛　刊　5 冊　美濃　和

臣軌　2 巻　（唐）武后　　　　　　　　　　　	 W125-3
　写　1 冊　美濃　和

臣軌俗解　　　　　　　　　　　　　　　	 W125-4
　写　7 冊　美濃　和

　　　　◇

童蒙訓　3 巻　（宋）呂本中　　　　　　　	 W125-5
　文化 13（1816）1 冊　美濃　和
　題箋：（官板）呂氏童蒙訓

近思録　14 巻　（宋）朱熹　呂祖謙共編　	 W125-6
　（宋）葉采集解
　元治元（1864）1 冊　半紙　和

小学　巻 1 〜 4　（宋）朱熹著	 W125-7
　（明）陳選句読
　日本刊　1 冊　美濃　和

小学句読　巻 5,6　（宋）朱熹著	 W125-8
　（明）陳選句読
　大阪　文海堂　享保 19（1734）2 冊　美濃　和

小学内篇　1 巻　（宋）朱熹著　山崎嘉点　	 W125-9

　　日本刊　1 冊　美濃　和
　　別題：倭板小学

（標英）小学定本　4 巻　（宋）朱熹著　　　	 W125-10
　（清）饒順卿評釈　岡本敏校
　東京　千鐘房　明治 13（1880）4 冊　半紙　和

（標英）小学定本　4 巻　（宋）朱熹著　　　	W125-10 イ
　（清）饒順卿評釈　岡本敏校
　東京　千鐘房　明治 13（1880）4 冊　半紙　和

（標英）小学定本　4 巻　（宋）朱熹著　　	 W125-10 ロ
　（清）饒順卿評釈　岡本敏校
　東京　千鐘房　明治 13（1880）4 冊　半紙　和

（標英）小学定本　4 巻（巻 1 欠）　　　　	 W125-10 ハ
　（宋）朱熹著（詐）饒順卿評釈　岡本敏校
　東京　千鐘房　明治 13（1880）3 冊　半紙　和

（補註）小学句読　6 巻　（宋）朱熹著　　　	 W125-11
　（明）陳選句読　山井幹六補註
　東京　金光堂　明治 16（1883）2 冊　半紙　和

（増訂標註）小学正本　2 巻　（宋）朱熹著　	 W125-12
　久保吉人標註
　東京　明治 22（1889）2 冊　半紙　和

陸象山先生集要　4 巻　（宋）陸九淵　　	 W125-13
　（明）聶良杞編
　明万暦 25（1597）序刊　4 冊　美濃　唐

　　　　◇

伝習録　巻中下　附大学古本	 W125-14
　〔（明）王守仁〕



和 装 本 目 録 １

12

　正徳 2（1712）3 冊　美濃　和

伝習録　3 巻　附佐藤一斉欄外書　　　	 W125-15
　（明）王陽明（守仁）
　　明治 38（1905）3 冊　半紙　和

伝習録　3 巻　附佐藤一斎欄外書　　	 W125-15 イ
　（明）王陽明（守仁）
　明治 38（1905）3 冊　半紙　和

王陽明先生伝習録集評　巻上中　　　　	 W125-16
　（明）王守仁著　（清）孫奇逢等評
　民国 5（1916）1 冊　美濃半　唐

陽明学真髄　春日潜菴（仲㐮）直話　　　	 W125-17
　春日仲淵講演
　東京　春日昇一郎　明治 44（1911）1 冊　半紙　和

　　　　　　126　道家　老荘思想

老子道徳真経　2 巻（魏）玉弼註　　　　	 W126-1
　（唐）陸徳明音義　宇佐美恵校
　江戸　明和 7（1770）即　美濃　和
　別題：王注老子道徳経

評註老子道徳経　2 巻（宋）蘇轍解　　　	 W126-2
　（元）呉徴註　木山䲨吉編
　東京　松山堂　明治 26（1893）2 冊　半紙　和

評註老子道徳経　2 巻（宋）蘇轍解　　　	 W126-2 イ
　（元）呉徴註　木山䲨吉編
　東京　松山堂　明治 26（1893）2 冊　半紙　和

太上老子道経　5 巻　（明）何道全註　　　	 W126-3
　明暦 2（1656）5 冊　美濃　和

老子特解　太宰純撰　宮田明続撰　　　	 W126-4
　享和 4（1804）写　2 冊　半紙　和

老子講義　根本通明　　　　　　　　　　	 W126-5
　東京　博文館　明治 36（1903）1 冊　半紙　和

老子集説　渡政輿　　　　　　　　　　	 W126-6
　東京　明治 45（1912）1 冊　美濃　和

列子鬳斎口義	　（宋）林希逸　　　　　　　	 W126-7
　万治 2（1659）4 冊　美濃　和
　別題：列子

列予新釈　久保天随（得二）　　　　　　	 W126-8
　東京　博文館　明治 43（1910）2 冊　半紙　和

（重刻）荘子南華真経　10 巻（晋）郭象註　	 W126-9
　千葉玄之点
　天明 3（1783）10 冊　美濃　和
　別題：郭註荘子

荘子考　岡松甕谷（辰）　　　　　　　　	 W126-10
　京都　岡松参太郎　明治 40（1907）5 冊　半紙　和

　　　　　　127　墨家　名家

尹文子・慎子・公孫竜子・鬼谷子　　　	 W127-1
　（周）尹文等
　湖北　崇文書局　清光緒元（1875）1 冊　美濃　唐

　　　　　　128　法家　雑家

管子　24 巻　序目 1 巻〔（斉）管仲撰〕　	 W128-1
　（唐）房玄齢註（明）劉績増註（明）朱養和編

　京都　寛政 8（1796）1 冊　美濃　和
　別題：管子全書

管子抄倭語解　2 巻　邦正　　　　　　　　	 W128-2　
　天保 12（1841）2 冊　美濃　和

管子纂詁　24 巻　安井衡　　　　　　　	 W128-3
　江戸　玉山堂　慶応元（1865）12 冊　美濃　和

管子形勢解略書　　　　　　　　　　　　　	 W128-4
　写　1 冊　半紙　和

慎子　	（周）慎到　　　　　　　　　　　　　	 W127-1
　清光緒元（1875）（合刻：尹文子　慎子　公孫竜子　

鬼谷子）

（評釈）韓非子全書　20 巻〔（周）韓非撰〕	 W128-5
　藤沢南岳（恒）疏
　大阪　温古書屋　明治 17（1884）10 冊　美濃　和

（評釈）韓非子全書　20 巻〔（周）韓非撰〕　	 W128-5 イ
　藤沢南岳（恒）疏
　大阪　温古書屋　明治 17（1884）10 冊　美濃　和

棠陰比事　3 巻　（宋）桂万栄編　　　　　	 W128-6
　江戸　青黎閣　刊　3 冊　美濃　和
　　　　◇

鬼谷子　（周）鬼谷子　　　　　　　　　　	 W127-1
　清光緒元（1875）（合刻：尹文子　慎子　公孫竜子）

鬼谷子　2 巻　（唐）尹知章註　皆川愿校　	 W128-7
　大阪　嵩山堂　明治刊　2 冊　美濃　和

呂氏春秋　26 巻　（秦）呂不韋撰　　　　	 W128-8
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　（漢）高誘註
　京都　銭屋忠兵衛　寛保 3（1743）10 冊　美濃　和

淮南鴻烈解　21 巻　（漢）高誘註　　　　	 W128-9
　（明）茅坤評　鵜飼信之点
　寛文 4（1664）6 冊　美濃　和

顔氏家訓　2 巻　（北斉）顔之推　　　　	 W128-10
　京都　寛文 2（1662）2 冊　美濃　和

菜根譚　（明）洪自誠著　林瑜校　　　　	 W128-11
　江戸　西村宗七　文政 8（1825）2 冊　半紙　和

（標註）菜根譚　（明）洪自誠著　　　　　	 W128-12
　東敬治註
　東京　松山堂　明治 42（1909）21 冊　半紙半　和

（標註）菜根譚　（明）洪自誠著　　　　	 W128-12 イ
　東敬治註
　東京　松山堂　明治 44（1911）2 冊　半紙半　和

（標註）続菜根譚　（清）石惺斎（成金）編　	 W128-13
　杉原夷山註
　東京　松山堂　明治 42（1909）2 冊　半紙半　和

　　　　　　147　迷信　心霊研究

古今妖魅考　3 巻　平田篤胤　　　　　　	 W147-1
　文政 11（1828）序刊　31 冊　美濃　和

　　　　　　148　相法　占い　運命判断

奇門遁甲　（漢）諸葛亮　　　　　　　　	 W082-1
　清同治元（1862）3冊（忠武侯諸葛孔明先生全集第8〜10）

印判秘決集　1 巻〔釈盛典〕　　　　　　　	 W148-1
　刊　美濃　和

日月卦伝鈔　後篇　庭田見竜子　　　　	 W148-2
　宝暦 4（1754）1 冊　小　和

名判精正録　奥村基忠　　　　　　　　	 W148-3
　大阪　享和 2（1802）1 冊　美濃　和

法華宗御䦰絵抄　　　　　　　　　　　　	 W148-4
　江戸　北辰堂　文化 14（1817）1 冊　半紙半　和

（陰陽和合）安産幸運録　3 巻（絵入）　　　	 W148-5
　賀茂熊斎（清行）
　天保 15（1844）3 冊　半紙　和

神易大象経伝総論十首　生田国秀　　　	 W148-6
　写　1 冊　美濃　和
　別題：古易大象経伝総論

百籤鈔　　　　　　　　　　　　　　　	 W148-7
　江戸　隆栄軒　刊　1 冊　半紙半　和

相法言彦解　巻 4,5　　　　　　　　　　	 W148-8
　写　1 冊　半紙　和

（増補）高島易断　5 巻　　　　　　　　　　　	 W148-9
　高島呑象（嘉右衛門）
　横浜　著者　明治 9（1906）5 冊　美濃　和

家相秘伝集　松浦琴鶴（純逸）　　　　　	 W148-10
　東京　布袋屋書店　大正 9（1920）1 冊　半紙　和

　　　　　　150　倫理学　道徳

人道要論　鳥尾小弥太　　　　　　　　　	 W150-1
　東京　金港堂　明治 33（1900）1 冊　半紙　和

人道要論　鳥尾小弥太　　　　　　　　	 W150-1 イ
　東京　金港堂　明治 33（1900）1 冊　半紙　和

　　　　　　155　国体論　詔勅

勅諭修身経詳解　末松謙澄　　　　　　　	 W155-1
　東京　滴翠書閣　明治 24（1891）1 冊　美濃　和

勅諭修身経読本　併続編　末松謙澄　　	 W155-2
　東京　滴翠書閣　明治 24（1891）1 冊　美濃　和

日本臣道論　日比野寛　　　　　　　　	 W155-3
　名古屋　日本臣道会　大正 9（1920）3 版　1 冊
　半紙　和

国民読本　大隈重信　　　　　　　　　	 W155-4
　東京　丁未出版社　明治 43（1910）1 冊　半紙　和

国民読本　大隈重信　　　　　　　　	 W155-4 イ
　東京　丁未出版社　明治 43（9110）1 冊　半紙　和

国民読本　大隈重信　　　　　　　　　	 W155-4 ロ
　東京　丁未出版社　明治 43（1910）1 冊　半紙　和

皇国経典　佐藤範雄編　　　　　　　　　	 W155-5
　大正 7（1918）1 冊　美濃　和

　　　　　　156　武士道

武士訓　5 巻（巻 1,2 欠）　　　　　　　　	 W156-1
　井沢蟠竜（長秀）
　刊　1 冊　半紙　和
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幼君輔佐之心得　附一志通恵　　　　　	 W156-2
　稲葉迂斎（正義）
　安政 2（1855）1 冊　美濃　和

中興義臣伝　　　　　　　　　　　　　　	 W156-3
　写　1 冊　半紙　和

侍用武功　　　　　　　　　　　　	 W156-4
　写　1 冊　半紙　和

葉隠精神と教育　浜野素次郎　　　　	 W156-5
　東京　第一出版協会　昭和 14　1 冊　半紙　和

　　　　　　157　報徳教

報徳記　8 巻　富田高慶　　　　　　　　　　	 W157-1
　東京　大日本農会　明治 18（1885）8 冊　半紙　和

報徳記　8 巻　富田高慶　　　　　　　　	 W157-1 イ
　東京　大日本農会　明治 23（1890）8 冊　半紙　和

報徳外記　巻下　斎藤高行　　　　　　	 W157-2
　静岡　中上喜三郎　明治 18（1885）1 冊　半紙　和

　　　　　　158　石門心学　道話

心学叢書　赤堀又次郎編　　　　　　　　　	 W158-1
　東京　博文館　明治 41（1908）4 版　5 冊　半紙　和
　内容：
　第1編　売卜先生安楽伝授（脇坂義堂）売卜先生糠俵

（虚白斎）斉家論（石田梅巌（興長）銭湯新話（伊藤単
朴）民の繁栄（脇坂義道）

　第２編　松翁道話（布施矩道）雨やどり（虚白斎）孝
行になるの伝授（脇坂義堂）福相になるの伝授（脇坂義

堂）目の前（虚白斎）勧善小語（山東指月）
　第３編　御代の恩沢（脇坂義堂）銀のなる木の伝授（脇

坂義堂）和合長久の伝受（脇坂義堂）都鄙問答（石田梅巌
（興長）夜話荘治（出駒子）開運出世伝受（脇坂義堂）

　第4編　立身始末鑑（木南堂）案山子草（寺井方信）鳩
翁道話（柴田亭）

　第５編　ありべかゝり（手島信）五用心慎草（脇坂義
堂）鸚鵡問答（丹羽氏祐）長命になる伝授（脇坂義堂）
道のこだま（柳泓（鎌田鵬）道得問答（釈尼慈音（蒹
葭）聖賢証語国字解（上河正揚）町人身体はしら立（周
防由房）

　　　　◇

都鄙問答　4 巻　石田勘平（興長）　　　	 W158-2
　京都　山村半玉衛門　元文 4（1739）4 冊　美濃　和

石川先生遺稿　〔石田梅巌〕（興長）　　　	 W158-3
　京都　小川新兵衛　文化 3（1806）1 冊　美濃　和

（男子女子）前訓　手島堵庵（信）　　　　　　	 W158-4
　京都　山本長兵衛　安永 7（1778）1 冊　半紙　和

安楽問弁　手島堵庵（信）　　　　　　	 W158-5
　安永 8（1779）序刊　1 冊　半紙　和

坐談随筆　東郭（手島信）　　　　　　　	 W158-6
　京都　銭屋七郎兵衛　明和 8（1771）1 冊　半紙　和

会友大旨　手島堵庵（信）　　　　　　　	 W158-7
　写　1 冊　美濃　和

やしなひぐさ　巻上　二篇上巻　　　　	 W158-8
　〔脇坂義堂〕
　刊　2 冊　半紙　和

金夫孝伝授（金のなる木の伝授・夫婦和合の伝授・孝行に
なるの伝授）　　　	 W158-9
　明治 2（1869）写　1 冊　半紙　和

売卜先生抜書（金のなる本の伝授・夫婦和合の伝授・孝行
に成の伝授）　　	 W158-10
　写　1 冊　半紙　和

徳軒道話　2 巻　薩埵敬徳　　　　　　	 W158-11
　京都　脇坂仙治郎　安政 2（!819）1 冊　半紙　和
　合綴：心の花実　3 巻（鎌田柳泓（鵬）

孝行瓜乃蔓　2 巻　川合元　　　　　　　	 W158-12
　京都　脇坂仙治郎　安永 9（1780）2 冊　半紙　和

塵とり　3 巻　千島宗義　　　　　　　　	 W158-13
　京都　循古堂　天明 7（1787）3 冊　半紙　和

心学俗語　2 巻　小林高英　　　　　　　　	 W158-14
　京都　小林新兵衛　文化 14（1817）2 冊　半紙　和

家内用心集　3 巻　　　　　　　　　　	 W158-15
　文政 9（1826）写　1 冊　美濃　和

家内用心集　3 巻　　　　　　　　　　　	 W158-16
　嘉永 5（1852）写　1 冊　半紙　和

鳩翁道話　3 巻　続 3 巻　続々 3 巻　　　	 W158-17
　柴田鳩翁（亨）
　天保 10（1839）9 冊　半紙　和

心学道之話　二編 3 巻　　　　　　　　	 W158-18
　奥田寿太〔郎〕（在中）
　写　1 冊　美濃　和
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主従心得草　四編 2 巻（絵入）釈真鏡　	 W158-19
　弘化 4（1847）2 冊　半紙　和

　　　　　　159　教訓　人生訓

本朝言行録　4 巻　林鵞峰（恕）　　　　　	 W159-1
　東京　以文会社　明治 15（1882）4 冊　半紙　和

本朝言行録　4 巻（巻 4 欠）林鵞峰（恕）	 W159-1 イ
　東京　以文会社　明治 15（1882）3 冊　半紙　和

絵本徳行談　巻 3,4　　　　　　　　　　	 W159-2
　刊　1 冊　半紙　和

日本立志篇　巻 2,3　干河岸貫一　　　　	 W159-3
　大阪　前川善兵衛　明治 15（1882）2 冊　半紙　和

日本立志篇字引　三輪鑑蔵編　　　　　	 W159-4
　大阪　前川善兵衛　明治 15（1882）1 冊　美濃　和

日本女子立志編　2 巻　干河岸貫一編　　	 W159-5
　東京　博文館　明治 35（1902）2 冊　半紙　和

　　　　◇

斯邁爾斯自助論　第 1 〜 13 編　　　　　　	 W159-6
　（英）スマイルス著　中村正直訳
　静岡　木平誠一郎　明治 4（1871）11 冊　半紙　和
　別題：西国立志編

斯邁爾斯自助論　第 1 〜 8 編　　　　　　	 W159-6 イ
　（英）スマイルス著　中村正直訳
　静岡　木平誠一郎　明治 3（1870）6 冊　半紙　和

（泰西）勧善訓蒙　3 巻（巻中欠）　　　　	 　W159-7
　箕作麟祥訳
　名古屋　菱屋平兵衛　明治 6（1873）2 冊　半紙　和

（泰西）勧善訓蒙　前編 3 巻　後編 8 巻　　　　	W159-8
　箕作麟祥訳
　東京　中外堂　明治 7,9（1874,76）11 冊　半紙　和

（泰西）勧善訓蒙　後編第 1 〜 4 巻　　　　　	W159-8 イ
　箕作麟祥訳
　東京　中外堂　明治 9（1876）4 冊　半紙　和

（泰西）勧善訓蒙　後編 8 巻　箕作麟祥訳　	 W159-9
　東京　紀伊国屋梅治郎　明治8,9（1875,76）8冊　半紙　和

（泰西）勧善訓蒙　続編（国政論）4 巻　　　	 W159-10
　（米）ロウレンス・ヒコック著　箕作麟祥訳
　名古屋　明治 7（1874）4 冊　半紙　和

勧善喩道伝　（米）丁韙良著　　　　　　	 W159-11
　渡部温点
　東京　渡部温　明治 10（1877）1 冊　半紙　和

勧善喩道伝　（米）丁韙良著　　　　　	 W159-11 イ
　渡部温点
　東京　渡部温　明治 10（1877）　刊　半紙　和

　　　　◇

博覧古言　10 巻　菅原道真　　　　　　	 W159-12
　江戸　須原屋伊八　天明 5（1785）5 冊　美濃　和

東照宮御遺訓　　　　　　　　　　	 W159-13
　万延元（1860）写　1 冊　半紙　和

東照宮御遺訓之附録　　　　　　　　　　　	 W159-14
　寛延 2（1749）写　1 冊　美濃　和

東照宮御遺訓之附録　　　　　　　　　　　	W159-14 イ
　写　1 冊　半紙　和

東照宮神君台諭　其他　　　　　　　　	 W159-15
　写　1 冊　半紙　和
　合綴：意見書（明治 20）

東照宮百箇条御遺状（久能山御宝蔵中）　　	 W159-16
　写　1 冊　美濃　和

明君家訓　2 巻　　　　　　　　　　　　	 W159-17
　京都　茨城多左衛門　享保 6（1721）1 冊　半紙　和

明君家訓　　　　　　　　　	 W159-18
　写　1 冊　半紙　和

世知弁口記　　　　　　　　　　　　　	 W159-19
　元禄 12（1699）1 冊　半紙　和

初学訓　貝原益軒（篤信）　　　　　　	 W159-20
　天明 3（1783）写　1 冊　半紙　和

大和俗訓　貝原篤信　　　　　　　　	 W159-21
　安政 6（1859）写　1 冊　半紙　和

（刪定）家道訓　貝原篤信　　　　　　　　	 W159-22
　（埼玉県蔵版）明治 13（1880）2 冊　半紙　和

（校刻）靖献遺言　8 巻　浅見安正編　　　	 W159-23
　金沢　観文堂書店　大正 5（1916〕1 冊　半紙　和

諸士男子訓　巻 5　蟠竜子（井沢長秀）　	 W159-24
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　大阪　加賀屋善蔵　文化 9（1812）1 冊　半紙　和

六諭衍義大意　室直清　　　　　　　　　	 W159-25
　京都　中川茂兵衛　享保 7（1722）1 冊　美濃　和

六諭衍義大意　室直清　　　　　	 W159-26
　天保 7（1836）写　1 冊　半紙　和

尚倹撮要　2 巻　戸田養恬　　　　　	 W159-27
　写　2 冊　美濃　和

尚倹撮要　2 巻　戸田養恬　　　	 W159-28
　写　1 冊　半紙　和

再来田舎一休　（儒釈）〔丹羽〕樗山　	 W159-29
　写　1 冊　半紙　和

野総茗話　常盤潭北　　　　　　　　　	 W159-30
　安政 7（1860）写（下沢保躬）1 冊　美濃半　和

三之逕　滝鶴台（長愷）　　　　　　　　	 W081-3
　明治 23（1890）（長周叢書第 3 冊ノ内）

貞丈家訓　伊勢貞丈　　　　　　　　	 W159-31
　江戸　天保 8（1837）1 冊　半紙　和

独語　松平乗完　　　　　	 W159-32
　東京　松平乗承　大正 10（1921）（自筆本影印）1 冊
　半紙

若州小浜侯御意書　酒井讃岐守（忠進）	 W159-33
　写　1 冊　半紙　和

米沢侯御家風聞書　　　　　　　　　　	 W159-34
　文政 5（1822）写　1 冊　半紙　和

民家童蒙解　3 巻〔新井堯民〕　　　　	 W159-35
　文政 12（1829）写　1 冊　半紙　和

道徳記　　　　　　　　　　	 W159-36
　安政 6（1859）写　1 冊　半紙　和

翫古書斎廿字訓参照　　　　　　　	 W159-37
　〔江川坦庵〕（英竜）
　明治刊　1 冊　半紙　和

水雲問答　河田迪斎（興）編　　	 W159-38
　写　1 冊　半紙　和

告志編　徳川斉昭　　　　　　　　　　	 W159-39
　写　1 冊　半紙　和

告志編　徳川斉昭　　　　	 W159-40
　天保 9（1838）写（楠美則悠）1 冊　半紙　和

告志編　〔徳川斉昭〕　　　　　　　　	 W159-41
　水戸　弘道館　文久 3（1863）1 冊　美濃　和

心得艸　　　　　　　　　　　　　　　	 W159-42
　写　1 冊　美濃　和

西郷南州先生遺訓　〔西郷隆盛著〕	 W159-43
　木内天民書
　東京　研学会　明治 29（1896）1 冊　半紙　和

幼学綱要　7 巻　元田永孚　　　　　　　	 W159-44
　東京　宮内省蔵版　明治 16（1883）写　7 冊　半紙　和

幼学綱要　7 巻（巻 1,2,7 欠）元田永孚	 W159-44 イ
　東京　宮内省蔵版　明治 16（1883）4 冊　半紙　和

先賢小訓　　　　　　　　　　　　　　	 W159-45
　謄写（明治）1 冊　美濃　仮和

道の杖　万年教証編　　　　　　　　　	 W159-46
　大正 4（1915）1 冊　半紙　和

　　　　◇

婦人養草　5 巻（巻 5 欠）（絵入）　　　　	 W159-47
　〔梅塢散人〕
　〔元禄 2〕（1689）4 冊　半紙　和
　別題：和漢婦人養草

女論語　貝原益軒（篤信）　　　　　　	 W159-48
　刊　1 冊　半紙　和
　別題：女論語宝箱

女大学　　　　　　　　　　　　　　　　	 W159-49
　刊　1 冊　美濃半　和

女大学　　　　　　　　　　　　　	 W159-50
　東京　森屋治兵衛　明治 2（1869）1 冊　半紙　和
　別題：女大学宝箱

（新註）女大学　附男大学和道訓　　　　　	 W159-51
　平原北堂
　京都　人生道場　昭和 18　1 冊　半紙　和

女小学　　　　　　　　　　　　　　	 W159-52
　刊　1 冊　半紙　和
　別題：女小学宝文庫

女訓孝経　　　　　　　　　　　	 W159-53
　東京　錦森堂　明治刊　1 冊　半紙　和
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　別題：女参経宝文庫

女実語教　　　　　　　　　　　　　　　	 W159-54
　江戸　山崎屋清七　刊　1 冊　半紙　和
　別題：女実語教姫鑑

女武士道　熊田葦城（宗次郎）　　　　	 W159-55
　東京　天地堂　明治 41（1908）1 冊　半紙　和

　　　　◇

道歌百首　　　　　　　　　　　　　　	 W159-56
　天保 12（1841）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　160　宗教

道の莠　2 巻　物集高見　　　　　　　　	 W160-1
　明治 7（1874）2 冊　半紙　和

教部省并教導事件関係諸新聞誌抜萃　　	 W160-2
　附愚評論　下沢保躬編
　明治 5（1872）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　　１６６　道教

文昌帝君陰隲文　附通俗陰隲文　　　　	 W166-1
　天保 10（1839）1 冊　半紙　和

通俗陰隲文　　　　　　　　　　　　　	 W166-2
　明和 6（1769）1 冊　半紙半　和

迷津宝筏　2 巻　大東道永編　　　　　　	 W166-3
　台中　蕭敦仁　昭和 16　2 冊　半紙　和

　　　　　　170　神道

神道名目類聚鈔　6 巻　　　　　　　　　　	 W170-1
　京都　天王寺屋市郎兵衛　正徳 4（1714）6 冊　美濃　和

中子乃比礼　2 巻　曽根孝直　　　　　　	 W170-2
　京都　楠見文助　文政 12（1829）2 冊　美濃　和

神武権衡記抜書　〔松下郡高〕　　　　　　	 W170-3
　写　1 冊　半紙　和

古義玄義　田中義廉著　上原東一郎編　	 W170-4
　明治 22（1889）写　1 冊　半紙　和

（明治法令）神官必携　田内憲晁編　　　　　	 W170-5
　東京　穴山篤太郎　明治 12（1879）1 帖　折本

〔神道事務局紛議一件〕　　　　　　　　	 W170-6
　明治 13（1880）1 冊（合本）　半紙半　和

世界之大道　本庄天徳述　　　　　　　　	 W170-7
　池田由己止校註
　東京　世界大道協会出版部　大正 14（1925）1 冊
　半紙　和

　　　　　　171　神道思想

神代巻聞書　2 巻　　　　　　　　　　　　	 W171-1
　写　2 冊　半紙　和

四家憲法　　　　　　　　　　　　　　　　	 W171-2
　江戸　戸島摠兵衛　延宝 3（1675）1 冊　美濃　和
　内容：憲法本紀　通蒙憲法　政家憲法　儒士憲法　神職

憲法

憲法本紀　　　　　　　　　　　　　　　	 W171-3

　天保 5（1834）写　1 冊　半紙　和
　内容：通蒙憲法　政家憲法　儒士憲法　神職憲法　釈氏

憲法

稜成道別　巻 1 〜 5　橘守部　　　　　　　	 W171-4
　天保 15（1844）5 冊　美濃　和

　　　　◇　両部神道

（法華鎮護）番神問答抄　2 巻　釈日達　　　	 W171-5
　文化 14（1817）2 冊　美濃　和

番神縁起論　上巻　釈日宣　　　　　　　　	 W171-6
　京都　本教寺　1 冊　美濃　和

三道合法図解　釈日宣　　　　　　　　	 W171-7
　文政 5（1822）1 冊　半紙　和

（法華経本迹）異体同心鈔　釈日宣　　　　　　	 W171-8
　京郡　天保 10（1839）1 冊　美濃　和

　　　　◇　伊勢神道

倭姫命世記　　　　　　　　　　　　　	 W171-9
　写　1 冊　美濃　和

　　　　◇　垂加神道

神武巻藻塩草　6 巻〔玉木正英〕　　　	 W171-10
　元文 4（1739）6 冊　美濃　和

　　　◇　復古神道

神代正語常磐草　3 巻（絵入）細川富延　	 W171-11
　京都　吉野屋仁兵衛　嘉永元（1848）3 冊　美濃　和
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霊能真柱　2 巻　平田篤胤　　　　　　　	 W171-12
　文化 9（1812）序　2 冊　美濃　和

（講本）気吹颫　2 巻　平田篤胤　　　　	 W171-13
　刊　2 冊　美濃　和
　副題：伊吹於呂志

入学問答　平田篤胤　　　　　　　　　	 W171-14
　刊　1 冊　美濃　和

鬼神新論　平田篤胤　　　	 W171-15
　文政 3（1820）序刊　1 冊　美濃　和

鬼神新論　平田篤胤　　　　　　　　	 W171-15 イ
　刊　1 冊　美濃　和

新鬼神論　平田篤胤　　　　　　　　　	 W171-16
　写　2 冊　美濃　和

新鬼神論　平田篤胤　　　　　　　　　　　	 W171-17
　安政 2（1855）写（鶴屋有節）3 冊　半紙　和

たまたすき　10 巻　平田篤胤　　　　　	 W171-18
　嘉永 3, 明治 2（1850,69）10 冊　美濃　和

たまたすき　巻 1 〜 9　平田篤胤　　　	 W171-18 イ
　嘉永 3（1850）9 冊　美濃　和

王襷総論追加（尊霊攷）　平田篤胤　　　	 W171-19
　明治 2（1869）写（下沢保躬）1 冊　美濃　和

俗神道大意　4 巻　平田篤胤　　　　　　	 W171-20
　万延元（1860）序刊　4 冊　半紙　和

悟道弁講本　1 巻　附尻口物語　　　　　	 W171-21
　平田篤胤
　刊　2 冊　半紙　和

悟道弁証本　1 巻　附尻口物語　　　　	 W171-21 イ
　平田篤胤
　刊　2 冊　半紙　和

古学二千文　附読例（宮本芳郡）　　　	 W171-22
　生田国秀
　万延元（1860）1 冊　美濃　和

稽古要略　碧川好尚　　　　　　　　	 W171-23
　安政元（1854）序刊　1 冊　美濃　和

稽古要略　碧川好尚　　　　　	 W171-23 イ
　安政 3（1856）序刊　1 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

大理論略　八田知紀　　　　　　	 W171-24
　慶応 3（1867）跋刊　1 冊　美濃　和

本教正旨　伊能頴則　　　　　　　　　	 W171-25
　写（明治）1 冊　美濃　和

古道訓蒙頌　久保季茲編　　　　　　　	 W171-26
　安政 5（1858）1 冊　美濃　和

神徳略述頌　〔久保〕季茲編　　　　　　　　	 W171-27
　刊　1 冊　美濃　和

神徳略述頌　〔久保〕季茲　　　　　　	 W171-27 イ
　刊　1 冊　美濃　和

神徳略述頌　源〔久保〕季茲　　　	 W171-28
　写　1 冊　半紙　和（稽古館旧蔵）

予美国考証　平（矢野）玄道　　　　　　	 W171-29
　東京　明治 3（1870）1 冊　半紙　和

予美国考証　平（矢野）玄道　　　　　	 W171-29 イ
　東京　明治 3（1870）1 冊　半紙　和

古道提綱　堀秀成　　　　　　　　　　	 W171-30
　明治 3（1870）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

三大考后弁（今説弁一之巻）　　落合直澄　	 W171-31
　慶応 2（1866）1 冊　美濃　和

　　　　◇

神代和訓集成鈔　8 巻　浅利太賢　　　	 W171-32
　元禄 13（1700）序刊　2 冊　美濃　和

　　　　　　172　神祇

神代系図　平田篤胤　　　　　　　　　　	 W172-1
　安政 2（1855）1 帖　小　折本
　別題：神代御系図

神代御系図　平田篤胤　　　　　　　　　	 W172-2
　万廷元（1860）1 舗　畳物

牛頭天王暦神弁　平田篤胤　　　　　　	 W172-3
　刊　1 冊　美濃　和

　　　　　　174　神異　神託

三社託宣之鈔　　　　　　　　　　　　	 W174-1
　天保 3（1832）写　1 冊　半紙　和
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　　　　　　175　神社

本朝神社考　6 巻　林道春　　　　　　　　	 W175-1
　刊　6 冊　美濃　和

参考熱田大神縁起　伊藤信民参考　　　	 W175-2
　名古屋　永楽屋東四郎　文化 8（1811）1 冊　美濃　和

参河国官社私考略　羽田野敬雄　　　　	 W175-3
　　天保 13（1842）1 冊　半紙　和

太神宮例文　　　　　　　　　　　　	 W175-4
　写　1 冊　美濃　和

劔光余影　野田菅磨　　　　　　　　　　	 W175-5
　名古屋　熱田神宮神苑会　昭和 7　2 冊　美濃　和

　　　　◇

公議御仏参御社参之節服忌穢御改条々　	 W175-6
　（元禄元年）
　写　1 冊　半紙　和

神祇服忌令（吉川家）　　　　　　　	 W175-7
　弘化 3（1846）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　176　祭祀

大嘗会（明治 4 年）　　　　　　　　　	 W176-1
　刊　1 冊　美濃　和

中臣祓　　　　　　　　　　　　　　　	 W176-2
　安永 4（1775）写　1 帖　小　折水

中臣祓本義　2 巻　三木広隆　　　　　　	 W176-3
　文政 7（1824）21 冊　美濃　和

中臣祓講　初篇　　　　　　　　　　　　	 W176-4
　写　1 冊　半紙　和

古学諄辞集　2 巻〔平田篤胤〕　　　　	 W176-5
　万延 2（1861）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

祝詞正訓　2 巻　平田篤胤　　　　　　　	 W176-6
　刊　1 冊　美濃　和

祝詞正訓　2 巻　平田篤胤　　　　　　　	 W176-6 イ
　刊　1 冊　美濃　和

祝詞正訓　2 巻　平田篤胤　　　　　　　　	 W176-7
　明治 16（1883）写　1 冊　美濃　和

大祓詞正訓　附天津祝詞・諸社祝詞文例　	 W176-8
　平田篤胤
　天保 2（1831）1 帖　小　折本

大祓詞正訓　附祝詞考抄（賀茂真淵）　　	 W176-9
　平田篤胤
　万延元（1860）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

毎朝神拝詞記　平田篤胤　　　　　　　	 W176-10
　嘉永 3（1850）1 帖　小　折本

毎朝神拝詞記略　　〔平田篤胤〕　　　　	 W176-11
　文久 4（1864）1 帖　小　折本

大祓太詔刀考　平田篤胤　　　　　　　	 W176-12
　文政 5（1822）序刊　1 冊　美濃　和
　別題：天津祝詞考

大祓大詔刀号　平田篤胤　　　　　　　	 W176-12 イ
　文政 5（1822）序刊　1 冊　美濃　和

大祓大詔刀号　平田篤胤　　　　　　	 W176-12 ロ
　文政 5（1822）序刊　1 冊　美濃　和

八部太祓　　　　　　　　　　　　　　	 W176-13
　江戸　山城屋佐兵衛　嘉永 7（1854）1 帖　小　折本

祝詞式講義　2巻　大久保初雄　　　　　	 W176-14
　大阪　中川勘助　明治 34（1901）2 冊　美濃半　和

　　　　◇

葬儀略　　〔古川〕躬行　　　　　　　　　	 W176-15
　慶応元（1865）1 冊　美濃　和

葬儀略　　〔古川〕躬行　　　　　　　　	 W176-15 イ
　慶応元（1865）1 冊　美濃　和

葬儀略　　〔古川〕躬行　　　　　　　　	 W176-15 ロ
　慶応元（1865）1 冊　美濃　和

葬祭略式　1 巻　　　　　　　　　　　　	 W176-16
　近衛忠房　千家尊福考定
　明治 5（1872）1 冊　半紙　和

葬祭略式　1 巻　　　　　　　　　　　　　	W176-16 イ
　近衛忠房　千家尊福考定
　刊　1 冊　半紙　和

　　　　　　　178　各教派

三則私言　原佐泰岳　　　　　　　　　	 W178-1
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　東京　博聞社　明治 6（1873）1 冊　半紙　和

十一兼題弁義　満川成種　　　　　　　　	 W178-2
　東京　博聞社　明治 7（1874）1 冊　半紙　和

十七題要録　桜井能監　　　　　　　　　	 W178-3
　東京　明教社　明治 7（1874）1 冊　半紙　和

大教安心論概略　田中知邦　　　　　　　	 W178-4
　東京　著者　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

神憑実話　田中知邦　　　　　　　　　	 W178-5
　島根　著者　明治 44（1911）1 冊　半紙　和

大教指要　元田直　　　　　　　　　　	 W178-6
　写　1 冊　美濃　和
　合綴：鎮祭詔解　鎮魂祭由縁

　　　　◇

本教真訣　平山省斎（敬忠）　　　　　　	 W178-7
　大成教教務庁　大正 3（1914）1 冊　半紙　和

修道真法　平山省斎（敬忠）　　　　　　	 W178-8
　大成教教務庁　明治 45（1912）1 冊　半紙　和

俳教真訣　平山省斎（敬忠）　　　　　　	 W178-9
　東京　大成教館　明治 17（1884）1 冊　半紙　和

　　　　◇

本教神理図解　2 巻　佐野経彦　　　　	 W178-10
　明治 15（1882）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　180　仏教

護法論　1 巻（宋）張商英　　　　　　　	 W180-1
　京都　村上勘兵衛　延宝 3（1675）3 冊　美濃　和

飜訳名義集　20 巻（宋）釈法雲編　　　	 W180-2
　日本刊　7 冊　美濃　和

出家大綱　釈栄西　　　　　　　　　	 W180-3
　東京　山口屋佐七　明治 13（1880）1 冊　半紙　和

（和解）元亨釈書　23 巻　釈師錬（虎関）著　	 W180-4
　釈恵空和解
　京都　津屋勘兵衛　元禄 3（1690）10 冊　美濃　和

大明三蔵聖教目録　4 巻　　　　　　　　　　	 W180-5
　天和元（1681）2 冊　美濃　和

釈氏要覧　3 巻　釈道誠編　　　　　　　　	 W180-6
　大阪　敦賀屋九兵衛　宝永 6（1709）3 冊　美濃　和

印度蔵志　巻 1 〜 6,8,21 〜 23　平田篤胤　	 W180-7
　写　10 冊　美濃　和

出定笑語　4 巻　平田篤胤　　　　　　　　	 W180-8
　写　2 冊　美濃　和

出定笑語附録　平田篤胤　　　　　　　	 W180-9
　文化 14（1817）序刊　3 冊　半紙　和

出定笑語附録　平田篤胤　　　　　　	 W180-9 イ
　文化 14（1817）序刊　3 冊　半紙　和

出定笑語附録　平田篤胤　　　　　　	 W180-9 ロ
　刊　3 冊　半紙　和

（実験）三界義誘蒙　初編 3 巻　無著道人　	 W180-10
　京都　永田調兵衛　安政 3（1856）3 冊　半紙　和

山海里抜書　第 5 篇巻中　第 11,12 編　　	 W180-11
　〔釈信暁〕
　写　冊　半紙　和

長寿養生論直言　3 巻　松本鹿々編　　	 W180-12
　写　2 冊　半紙　和

釈氏手扣　　　　　　　　　　　　　	 W180-13
　写　1 冊　美濃半　和

（明治新令）僧俗必携　第 1 〜 3 編　	 W180-14
　田内憲晃編
　東京　大成軒　明治 10 〜 13（1877 〜 80）3 帖　折本

　　　　　　181　仏教教理

護法資治論　５巻　不染居土（森尚謙）編　	 W181-1
　京都　麗沢堂　明和 3（1766）5 冊　美濃　和

　　　　　　183　経典

仏祖三経　3 巻　釈守遂註　　　　　　　	 W183-28
　京都　額田正三郎　寛文 3（1663）1 冊　美濃　和
　内容：仏説四十二章経（後漢　迦葉摩騰　竺法蘭共訳）

仏遺教経（姚泰　鳩摩羅什訳）潙山警策

　　　　◇　本縁部

仏説善悪因果経　2 巻　　　　　　　　　　	 W183-1
　寛文 6（1666）2 冊　美濃　和
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法句譬喩経　4 巻　　　　　　　　　　　　	 W183-2
　（西晋）釈法炬　釈法立共訳
　宝永 4（1707）4 冊　美濃　和

　　　　◇　般若部

般若心経絵抄　　　　　　　　　　　　　　　	 W183-3
　大阪　天明元（1781）1 冊　半紙　和

金剛略疏　（明）釈元賢　　　　　　　　　	 W183-4
　京都　秋田屋平左衛門　延宝 6（1678）3 冊　美濃　和

　　　　◇　法華部

妙法蓮華経　10 巻　釈日蓮註　　　　　	 W183-5
　京都　村上勘兵衛　刊　10 冊　美濃　和
　別題：註法華経

就注法華経御義口伝　2 巻　釈日蓮　　　	 W183-6
　京都　刊（享保 6 板後刷）2 冊　美濃　和

法華三十講四条論義　釈亮潤　　　　　	 W183-7
　江戸　須原屋伊八　元文 4（1739）1 冊　美濃半　和

妙経和解　釈妙円　　　　　　　　　　	 W183-8
　嘉永 5（1852）1 冊　美濃　和

妙法華経宗義鈔　寿量品 2 巻　釈日輝　　	 W183-9
　京都　村上勘兵衛　明治 3（1870）2 冊　半紙　和

妙法華経普門摠持両品宗義鈔　釈日輝　	 W183-10
　明治 11（1878）1 冊　半紙　和

妙法華経分別功徳品宗義鈔　釈日輝　　	 W183-11
　明治 11（1878）1 冊　半紙　和

妙法華経厳王普賢両品宗義鈔　釈日輝　	 W183-12
　明治 11（1878）1 冊　半紙　和

法華経大意鈔　（唐）釈妙楽（湛然）著　　	 W183-13
　朝山晴霞点
　東京　和泉屋庄次郎　明治 21（1879）1 冊　半紙　和

妙法華経観世音菩薩普門品　　　　　　	 W183-14
　大阪　月窓書院　明治 31（1898）1 帖　折本

観世経和談抄　3 巻（絵入）　　　　　　	 W183-15
　元禄 16（1703）1 冊　半紙　和

観世経和談抄　3 巻（絵入）　　　　　	 W183-15 イ
　亨保 4（元禄 16 板）1 冊　半紙　和

観音経早読絵抄　　　　　　　　　　　　	 W183-16
　大阪　河内屋平七　弘化 3（1846）1 冊　半紙　和

　　　　◇　大集部

虚空蔵菩薩経			 （姚秦）仏陀耶舎訳　　　	 W183-17
　明治 30（1897）1 冊　半紙　和

　　　　◇　経集部

注維摩詰経　10 巻（晋）釈僧肇　　　　	 W183-18
　京都　貞亨 3（1686）5 冊　美濃　和

薬師瑠璃光如来本願功徳経　　　　　　	 W183-19
　（唐）釈玄奘訳　釈求寂訳
　明治 43（1910）1 冊　半紙　和

　　　　◇　秘密部

仏説一切如来金剛寿命陀羅尼経　　　　	 W183-20
　明治 29（1896）1 帖　小　折本

　　　　◇　偽経

仏説延命地蔵菩薩経　　　　　　　　　	 W183-21
　明治 37（1904）1 帖　小　折本

父母恩重経　巻 1,2,5,6　　　　　　　	 W183-22
　写　2 冊　半紙　和

業報差別経要解　3 巻　釈円音　　　　	 W183-23
　天和 2（1682）3 冊　美濃　和

　　　　◇　律部

梵網経盧舎那仏説菩薩心地法門品　　　	 W183-24
　第 10（姚秦）鳩摩羅什訳
　京都　小川多左衛門　安永 4（1775）1 帖　折本

梵網経古迹記　巻下（唐）釈太賢　　　	 W183-25
　延宝 6（1678）4 冊　美濃　和

　　　　◇　論部　論疏

成唯識論　（印）護法等造　　　　　　　	 W183-26
　（唐）釈玄奘訳
　京都　中野宗左衛門　元禄 16（1703）10 冊　美濃　和

大乗起信論義記　（唐）釈法蔵　　　　　	 W183-27
　東京　光融館　明治 32（1899）1 冊　半紙　和

大乗起信論義記　（唐）釈法蔵　　　　	 W183-27 イ
　東京　光融館　明治 32（1899）1 冊　半紙　和
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　　　　　　184　法話　説教集

善悪種蒔鏡　	 W184-1
　大阪　小田亀次郎　大正 13（1924）1 冊　美濃半　和

善悪種蒔鏡　	 W184-1 イ
　大阪　小田亀次郎　大正 13（1924）1 冊　美濃半　和

　　　　　　185　寺院　憎職

貞観政要格式目（僧官）　　　　　　　　	 W185-1
　正保 2（1645）1 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

御府内八十八ケ所霊場寺院大成　　　　	 W185-2
　（四国写）
　文化 13（1816）1 冊　半紙半　和

紫巌譜略　長木恭重　村尾泰軌　　　　	 W185-3
　文政元（1818）序刊　1 冊　美濃　和

僧尼令　釈雲照編　　　　　　　　　　　　	 W185-4
　東京　森江佐七　明治 15（1882）1 冊　半紙　和

　　　　　　186　仏会

方服歌讃　釈慈雲（飲光）著　釈雲照補　	 W186-1
　東京　森江佐七　明治 17（1884）1 冊　美濃半　和

仏説因果経和讃・白隠禅師施行歌　　　	 W186-2
　西宮　小林庸平　昭和 2　1 冊　半紙半　和

仏像図彙　5 巻　土佐秀信画　　　　　　	 W186-3
　江戸　森江佐七　天明 3（1783）序刊　5 冊　半紙　和

（増補諸宗）仏像図彙　5 巻　土佐秀信画　　	 W186-4
　東京　山口屋森江佐七　明治刊　5 冊　半紙　和

（明治増補）諸宗仏像図彙　5 巻　　　	 W186-5
　梶川辰二編
　京都　編者　明治 19（1886）5 冊　半紙　和

仏像新集　2 巻　　　　　　　　　　　　	 W186-6
　権田雷斧　大村西崖共著
　東京　丙午出版社　大正 8（1919）2 冊　半紙　和

釈迦如来栴檀端像記　　　　　　　　　	 W186-7
　山城　清涼寺　刊　1 冊　半紙　和
　合綴：南都名所記（文政元）

（増補）塔婆銘書　2 巻　　　　　　　　　　	 W186-8
　文化 6（1809）2 冊　半紙　和

　　　　　　188　各宗派

諸宗説教要義　教典局編　　　　　　　	 W188-1
　明治 5（1872）1 冊　半紙　和

　　　　　　188.1　律宗

緇門正義　釈雲照　　　　　　　　	 W188.1-1
　東京　森江佐七　明治 13（1880）1 冊　半紙　和

　　　　　　188.21　倶舎宗

（首書標註）七十五法名目　1 巻　　　　　	 W188.21-1
　京都　丁子屋　刊（寛文 8 板後刷）1 冊　美濃　和

倶舎三科七十五法大意　附六合釈大意	 W188.21-2
　釈慧澄（癡空）　　　　　　　　　　 

　江戸　和泉屋庄次郎　嘉永6（1853）1冊　半紙　和

　　　　　　188.24　法相宗

（孝導国字抄）唯識大意　釈良遍　　　　　	 W188.24-1
　江戸　和泉屋庄次郎　元治元（1864）1 冊　半紙　和

　　　　　　188.4　天台宗

法界次第初門　6 巻（隋）釈智顗　　　	 W188.4-1
　刊　3 冊　美濃　和

十不二門指要鈔会本　2 巻　　（宋）釈知礼	 W188.4-2
　大阪　柏原屋清右衛門　貞享 2（1685）2 冊　美濃　和

末法灯明記　釈最澄　　　　　　　　　	 W188.4-3
　京都　永田調兵衛　刊　1 冊　美濃　和

十王本迹讃嘆修善抄図絵　3 巻　釈隆堯 W188.4-4
　京都　嘉永 6（1853）3 冊　半紙　和

多武峰縁起		 〔一条兼良〕　　　　　　	 W188.4-5
　天保 11（1840）1 冊　美濃　和

天台円宗四教五時西谷名目　釈観応校　	 W188.4-6
　元禄 11（1698）4 冊　美濃　和
　題簽：（頭書訂正）西谷名目

西谷名目之鈔　6 巻　釈真迢　　　　　	 W188.4-7
　刊　6 冊　美濃　和

天台教観二句八字要文集　　　	 W188.4-8
　貞享 3（1686）1 冊　半紙　和

台宗綱要　1 巻　釈光謙　　　　　　　	 W188.4-9
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　京都　吉田四郎右衛門　元文 4（1739）（木活）1 冊
　美濃　和

羽州立石寺略縁起　立石寺編　　　　	 W188.4-10
　羽前　立石寺　文化 5（1808）1 冊　半紙　和

止観大意講要　釈慧澄（癡空）　　　　	 W188.4-11
　江戸　森江佐七　文久 2（1862）1 冊　美濃　和

元三大師䦰諸鈔　上巻　　　　　　	 W188.4-12
　江戸　慶応 4（1868）1 冊　半紙　和

末法開蒙記　2 巻　釈雲照　　　　　　	 W188.4-13
　東京　森江佐七　明治 29（1896）2 冊　半紙　和

法華懺法　　　　　　　　　　　　　	 W188.4-14
　刊　1 冊　半紙半　和

　　　　　　188.5　真言宗　密教

野山名霊集　5 巻（絵入）釈妙有　　	 W188.5-1
　宝暦 5（1752）5 冊　美濃　和

人となる道　釈慈雲（飲光）　　　　　	 W188.5-2
　東京　森江佐七　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

弘法大師和讃　　　　　　　　　　　　　　W188.5-3
　明治写　1 冊　半紙半　和

弘法大師一代記　山口小五郎編　　　	 W188.5-4
　和歌山県　編者　明治 14（1881）1 冊　半紙　和

いろはの義解　釈雲照　　　　　　　	 W188.5-5
　東京　鴻盟社　明治 21（1890）1 冊　半紙　和

　　　　　　188.59　修験道

役行者霊験記　2 巻　蓮体　　　　　　	 W188.59-1
　享保 6（1721）序刊　2 冊　美濃　和

羽黒山旧記　　　　　　　　　　　　	 W188.59-2
　明治 3（1870）写（山下長学坊蔵本ニヨル）1 冊　
　半紙　和

　　　　　188.6　浄土宗　浄土教

三部抄諺註　上巻（帰命本願抄）　　　	 W188.6-1
　釈湛澄
　貞享 4（1687）1 冊　美濃　和

一枚起請文絵鈔　釈俊諦　　　　　　	 W188.6-2
　京都　天明 2（1782）1 冊　半紙　和

（近世見聞）南紀念仏往生伝　3 巻　　　　	 W188.6-3
　釈隆円
　享和 3（1803）3 冊　美濃　和

徳本上人行状和讃　　　　　　　　　	 W188.6-4
　文政 3（1820）1 冊　美濃半　和

徳本上人御勧誡聞書　　　　　　　　	 W188.6-5
　刊　1 冊　半紙　和

一枚起請文講話　釈信暁　　　　　　　	 W188.6-6
　京都　大行寺　嘉永 7（1854）1 冊　半紙　和

百万遍念仏縁起　　　　　　　　　　　	 W188.6-7
　写　1 冊　半紙　和

百万遍念仏功徳縁記　　　　　　　　	 W188.6-8

　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　188.7　真宗

高僧和讃　釈親鸞　　　　　　　　　　	 W188.7-1
　写　1 冊　半紙半　和

浄土見聞集　釈存覚（光玄）　　　　　	 W188.7-2
　貞享 4（1687）1 冊　半紙　和
　別題：浄土真宗見聞集

おなつ蘇甦物語　釈義貫　　　　　　　	 W188.7-3
　京都　安永 2（1773）1 冊　半紙　和

御伝鈔演義　13 巻　釈義圭　　　　　	 W188.7-4
　京都　安永 8（1779）13 冊　美濃　和

正信偈訓読図会　暁晴翁（木村明啓）　	 W188.7-5
　松川半山画
　安政 3（1856）跋刊　5 冊　美濃　和

（他力安心）法義家内示談　巻下　　　　	 W188.7-6
　京都　丁子屋九郎右衛門　万延元（1860）1 冊
　美濃半　和

於千代物語　　　　　　　　　　　　　	 W188.7-7
　写　1 冊　半紙　和

御法義相続ニ付心得之十二ヶ条　　　	 W188.7-8
　写　1 冊　半紙　和

（信後相続）歓喜嘆　玉泉皇　　　　　　　	 W188.7-9
　明治 9（1876）1 冊　半紙　和
　合刻：御当流順仰一すじ道　御当流いろは歌
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　　　　　　188.8　禅宗

（黄蘗山断際禅師）伝心法要　　　　　　　	 　W188.8-1
　（唐）釈希運著（唐）裴休編
　寛文 13（1673）1 冊　美濃　和

潙山警策講義　〔（唐）釈霊祐著〕　　　	 W188.8-2
　山川孝道講
　明治刊　1 冊　半紙　和

鎮州臨済慧照禅師語録　　　　　　　	 W188.8-3
　（唐）釈慧照（義玄）著（宋）釈慧然編
　京都　元禄 12（1699）2 冊　美濃　和
　別題：増補臨済録

臨済録講義　〔（唐）釈義玄著〕　　　　	 W188.8-4
　勝峰大徹講
　東京　光融館　明治 43（1910）1 冊　半紙　和

無門関講義　〔（宋〕釈慧開著〕釈宗演　	 W188.8-5
　東京　光融館　明治 44（1911）1 冊　半紙　和

無門関講義　〔（宋〕釈慧開著〕釈宗演　	 W188.8-5 イ
　東京　光融館　大正 2（1913）1 冊　半紙　和

雪竇和尚百則頌古　（宋）釈重顕著　　	 W188.8-6
　（宋）釈克勤編
　京都　出雲寺　明治 28（1895）1 冊　美濃半　和

〔仏果圜悟禅師〕碧巌集　　　　	 W188.8-7
　（宋）釈圜悟（克勤）著
　京都　一切経印房　明治 27（1894）2 冊　半紙半　和

仏果撃節禄　2 巻（宋）釈克勤　　　　	 W188.8-8
　日本刊　2 冊　美濃　和

　別題：円悟禅師撃節録

仏果禅師撃節録余音　下巻　釈太淳編	 W188.8-9
　大和　金峰山　刊　1 冊　美濃　和

（増冠）宏智禅師頌古　2 巻　　　　　　	 W188.8-10
　〔（宋）釈宏智（正覚）著〕古田梵仙増冠
　愛知　松屋書店　明治 19（1886）2 冊　美濃　和

普勧坐禅儀　〔釈道元著〕　　　　　　	 W188.8-11
　青島照瑞編
　東京　献経会　昭和 14（影印）2 冊　美濃　和
　註：道元自筆草案本によって集字し文体格入配字したもの

永平道元禅師行状図会　2 巻　釈珍牛 	 W188.8-12
　文化 5（1808）2 帖　美濃　折本
　別題：永平高祖行状記

永源寂室和尚語録　4 巻　釈元光　　	 W188.8-13
　京都　寛延 4（1751）4 冊　美濃　和

禅関策進講義　〔（明）釈袾宏著〕　　	 W188.8-14
　若生形山講
　明治刊　1 冊　半紙　和

沢菴和尚法語　釈沢庵（宗彭）　　　	 W188.8-15
　京都　小島弥左衛門　正保 3（1646）1 冊　美濃　和

沢菴和尚全集　〔釈宗彭著〕　　　　	 W188.8-16
　古林如拙編
　東京　上田屋　明治 30（1897）1 冊　半紙　和
　内容：玲瓏随筆　茶器詠歌集　不動智神妙録　帰西日記
　沢菴法語　鎌倉之記

無難禅師法語　釈無難　　　　　　　	 W188.8-17

　東京　政教社　大正 4（1915）（自筆本影印）1 冊
　半紙　和
　別題：異本仮名法語

（明治新刻）宗門葛藤集　釈智道編　　　	 W188.8-18
　京都　出雲寺松柏堂　明治 23（1890）1 冊　半紙　和

禅のしおり　釈承薫編　　　　　　　	 W188.8-19
　京都　品麗学院　明治 40（1907）1 冊　半紙　和

弓禅一昧　続編　小田切延寿編　　	 W188-8-20
　鎌倉　和光社　昭和 3　1 冊　美濃　和

　　　　◇

志羅鳥の記　　　　　　　　　　　　　　	 W188.8-21
　写　1 冊　美濃　和
　註：尾張国白鳥山法持寺の縁起　もと真言宗

虚無僧宗門掟・虚無僧宗門法式・日本虚無僧寺記
　写　1 冊　半紙　和　　	 W188.8-22
　
　　　　　　189.9　日蓮宗

御書　釈日蓮　　　　　　　　　　　　	 W188.9-1
　刊（木活）41 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）
　内容：
　首巻　御書目録
　巻 1　立正安国論
　巻 2,3　開目鈔
　巻 4,5　選時鈔
　巻 6,7　報恩鈔
　巻 8　観心本尊抄
　巻 9　法華取要抄　本尊問答抄
　巻 10　守護国家論
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　巻 11　法華題目抄　唱法華題目抄
　巻 12　顕謗法抄
　巻 13　一代大意　顕立正意　妙法比丘尼御消息
　巻14　佐藤御勘気御書　乙御前御書　三世諸仏摠助文

抄如聞仏乗義
　巻 15　法蓮鈔
　巻16　兄弟抄　十法界明因果抄　祈禱抄　四条金吾許

御文四信五品抄（法華経行者位并用心事）
　巻17　法華行者値難事　追申（佐浪国人人御中抄）寺

泊御書　真言諸宗違目　日蓮弟子檀那寺御中　転重軽受
法門　有智弘正法事　諸経与法華経難易事　忘持経事　
四条金吾殿　主君耳入此法門免与同罪事　為法華経不可
惜所領事　四条金吾殿御返事

　巻18　身延山御抄　単衣御書（藤四郎女房）中興入道
消息　月水御書

　巻19　三三蔵祈雨事　祈禱抄奥　三沢抄　浄蓮房御返
事　崇峻天皇御書　梵音声御書　日妙御書　千日尼御前
御書（青鳬一貫文）

　巻20　千日尼御前御書（単衣一種種ノ物）佐藤阿仏房
御書　南条兵衛七郎殿御書　光日房御書

　巻 21　持法華問答抄　秋元御書　妙一女御返事
　巻22　法華初心成仏抄　南条兵衛七郎殿御書　聖人御

難事
　巻23　阿弥陀堂法印祈雨事　当体義抄　慈覚大師事　如

説修行抄　本尊供養御書　種種御振舞御書　災難対治抄
　巻 24　秀句十勝御書
　巻 25　大田禅門許御書
　巻 26　教機時国抄　一昨日御書　下山御消息
　巻27　諌暁八幡抄　顕仏未来記　後五百歳合文　宝軽

法重事
　巻28　十如是事　妙法漫荼羅供養事　聖人知三世事　

四条金　吾釈迦仏供養事　四条金吾妻女釈迦像供善事　
道場神守行者事　治病大小権実違目

　巻29　頼基陳状　良実状御返事　宿屋入道許御状　立
正安国論奥書　強仁状御返事

　巻 30　善無畏抄　大田殿許御書　大小戒事　十章抄
　巻31　御書（問註之時可存知事）木絵二像開眼事　阿

仏房御消息　常忍抄
　巻32　富木殿御書　大学三郎殿御書　時光御返事　妙

法尼御前御書　上野殿御返事（4種）
　巻33　南条殿御返事　薬王品得意抄　御書（清澄寺大

衆中波木井殿御報）
　巻34　大田殿女房御返事　御書（大聖御書）爾前得道

有無事　念仏者無間地獄事　十法界御書　松野後家尼御
前御書　王舎城事

　巻35　法華真言勝劣事　真言天台勝劣事　一谷入遣御
書　南条殿御返事　上野殿御返事　高橋入道御返事

　巻 36　一念三千理事　新池御消息　念仏者追放宣旨状
　巻37　真言見聞　曽谷殿御返事　真問釈迦仏御供養逐

状行敏訴状之会通
　巻38　立正観抄　立正観抄送状　祈禱経送状　大田殿

女房御返事　乗明聖人御書　大田殿女房御返事　爾前二
乗菩薩不作仏事　四条金吾女房御返事

　巻39　戒体即身成仏義　兵衛志御返事　観心本尊得意
抄　四条今吾殿御書　異体同心事　御書（大田殿　四条
金吾殿）

　巻 40　四恩抄　聖密房御書　地引御書

御書　巻 27,34,36　釈日蓮　　　　	 W188.9-1 イ
　刊（木活）3 冊　美濃　和

録外御書　巻 15　釈日蓮　　　　　　	 W188.9-2
　刊　1 冊　美濃　和

録内扶老　下巻　釈日蓮　　　　　　　	 W188.9-3
　東京　日蓮宗全書出版会　明治 44（1911）1 冊　半紙　和

御書音義　2 巻　　　　　　　　　　　	 W188.9-4
　京都　村上勘兵衛　1 冊　美濃　和

立正安国論説義　　　　　　　　　　　	 W188.9-5
　江戸　文化 5（1808）1 冊　美濃　和

立正安国論説義　　　　　　　　　　	 W188.9-5 イ
　江戸　文化 5（1808）4 冊　美濃　和

法華題目抄　釈日蓮　　　　　　　　　	 W188.9-6
　京都　平楽寺書店　刊　1 冊　美濃　和

御書要文集　6 巻　釈日蓮著　釈日雅編	 W188.9-7
　正保 4（1647）6 冊　美濃　和
　別題：品類御書

御講聞書　1 巻　釈日向　　　　　　　　	 W188.9-8
　刊（江戸初期）1 冊　美濃　和

法華三巻抄　3 巻（仁巻欠）釈日善　　	 W188.9-9
　京都　須磨勘兵衛　元文 3（1738）2 冊　美濃　和
　内容：三宝限法華抄 1 巻　経王護国論 1 巻

崑玉撮要集　2 巻〔釈日重〕　　　　	 W188.9-10
　天保 8（1837）1 冊　美濃　和

宗門綱格　釈日乾　　　　　　　　　	 W188.9-11
　京都　平楽寺村上勘兵衛　寛政 4（1792）1 冊　美濃　和

本朝法華伝　3 巻　釈元政　　　　　　	 W188.9-12
　京都　平楽寺　刊（寛文元板後刷）2 冊　美濃　和

本門事一念三千義　2 巻　釈日透　　	 W188.9-13
　京都　平楽寺　刊（明和 5 板後刷）2 冊　美濃　和

高祖累歳録　2 巻　深見要言（徳）編　	 W188.9-14
　寛政 5（1793）2 帖　折本
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高祖累歳録　深見徳編　　　　　　　　	 W188.9-15
　束京　須原屋茂兵衛　明治刊　4 冊　半紙　和

祖書綱要刪略　7 巻　　　　　　　　　	 W188.9-16
　釈日導著　釈日寿編
　京都　平楽寺村上勘兵衛　文化 2（1805）7 冊　美濃　和

祖書肝要集　3 巻　　　　　　　　　　	 W188.9-17
　京都　平楽寺村上勘兵衛　天保 3（1832）跋刊　3 冊
　美濃　和

日蓮大聖人御伝記　11 巻（絵入）　	 W188.9-18
　京都　寛政 7（1795）5 冊　美濃　和

本化高祖年譜　1 巻　攷異 3 巻　　　　	 W188.9-19
　釈健立　釈玄得共編
　京都　平楽寺村上勘兵衛　弘化刊　4 冊　美濃　和

祖書目次　釈健立編　　　　　　　　　	 W188.9-20
　弘化 3（1846）1 冊　美濃　和

充洽園礼誦儀記　釈日輝　　　　　　	 W188.9-21
　東京　池上学室　明治 3（1870）1 冊　半紙　和

弘経要義　1 巻　附宗義録 1 巻　　　　	 W188.9-22
　釈日輝
　明治 3（1870）1 冊　半紙　和

妙宗本尊略弁　2 巻　釈日輝　　　　　	 W188.9-23
　明治 5（1872）1 冊　半紙　和

（加持病患）祈禱肝文鈔　2 巻　釈日輝　	 W188.9-24
　東京　宗教院　明治 11（1878）1 冊　半紙　和

本化別頭法灯年表　栗原信充　　　　	 W188.9-25

　文政 13（1830）1 冊　美濃　和（渋江抽斎旧蔵）

宗綱対門　　　　　　　　　　　　　	 W188.9-26
　〔明治刊〕1 冊　半紙　和

　　　　　　190　キリスト教

天道溯原　3巻（米）丁韙良　　　　　　	 W190-1
　上海　美華書館　清同治 8（1869）1 冊　美濃半　唐

天道溯原　3 巻（米）丁韙良　　　　　	 W190-1 イ
　上海　美華書館　清同治 8（1869）1 冊　美濃半　唐

宣道指帰　（米）倪維思　　　　　　　　　	 W190-2
　上海　美華書館　清同治 12（1873）1 冊　半紙　和

聖教理証　　　　　　　　　　　　　　　	 W190-3
　明治 15（1882）1 冊　半紙　和

200　歴史

　　　　　　202　歴史補助学

〔古銭鑑〕　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W202-1
　江戸　喜多川重三郎　寛政 7（1795）1 冊　美濃半　和

（皇漢）金石文字墨帖一覧　青木可笑編　　	 W202-2
　東京　酉山堂　明治 10（1877）2 冊　半紙　和

　　　　　　203　辞書　書目　年表

（指掌）倭漢皇統編年合運図　3 巻　　　　	 W203-1
　釈円智撰　吉田光由編
　〔元禄 10〕（1697）3 冊　美濃　和
　別題：和漢帝王編年記

（指掌）倭漢皇統編年合運図　	 W203-2
　釈円智撰　吉田光由編
　京都　正徳 2（1712）4 冊　美濃　和

和漢年契　蘆屋山人（高安昶）編　　　　	 W203-3
　大阪　宣英堂　寛政 9（1797）1 冊　美濃　和

（銅製懐宝）和漢年表　蘆屋山人（高安昶）編　	 W203-4
　松田緑山校
　大阪　慶応 2（1866）銅版　1 冊　美濃半　和

（袖珍）新撰年表　清宮秀堅　　　　　　　　	 W203-5
　江戸　玉山堂　文久 3（1863）1 冊　小　和
　別題：掌中新撰年表

西史年表　戴多拉著　西村鼎訳　　　　	 W203-6
　明治 4（1871）3 冊　美濃　和
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　　　　　　209　世界史　文化史

万国新史　上編中編各 6 巻　箕作鱗祥編　	 W209-1
　東京　玉山堂　明治 4（1871）12 冊　半紙　和

万国新史　中篇 6 巻　箕作鱗祥編　	 W209-1 イ
　東京　玉山堂　明治 4（1871）6 冊　半紙　和

　　　　　　210　日本

神皇正紀記　6 巻（巻 1 欠）〔北畠親房〕　	 W210-1
　慶安 2（1649）5 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

（訂正標註）神皇正統記　北畠親房著　　　	 W210-2
　今泉定介　畠内健標註
　東京　普及舎　明治 25（1892）3 冊　半紙　和

読史余論　〔新井〕君美　　　　　　　　	 W210-3
　写　5 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

読史余論　新井君美著　萩原裕校　　　	 W210-4
　甲府　内藤伝右衛門　明治 9（1876）6 冊　半紙　和

殊号事略　2 巻　新井白石（君美）　　　	 W210-5
　写　1 冊　半紙　和

国史簒論　10 巻（巻 3 欠）　山県大華（禎）編	 W210-6
　江戸　和泉屋金右衛門　弘化 3（1846）9 冊　美濃　和
　（稽古館旧蔵）

中外経緯伝　伴信友　　　　　　　　　	 W210-7
　東京　近藤瓶城　明治 15（1882）2 冊　美濃半　和
　（史籍集覧本）

大勢三転考　3 巻　伊達千広　　　　　　　	 W210-8

　東京　六石山房　明治門　3 冊　半紙　和

国のすがた　三島通庸　　　　　　　	 W210-9
　東京　十一堂　明治 20（1887）1 冊　半紙　和

国史抜萃　巻 1,2　下沢保躬抄　　　　	 W210-10
　明治 17（1884）写（下沢保躬）1 冊　美濃　和

神代帝都考　挟間畏三　　　　　　　　	 W210-11
　東京　東京堂　明治 32（1899）1 冊　半紙　和

神代帝都者　挟間畏三　　　　　　　	 W210-11 イ
　東京　東京堂　明治 32（1899）1 冊　半紙　和

王政史　萩野由之口授　　　　　　　　	 W210-12
　写　2 冊　半紙　和

輝く肇国　永江維章　　　　　　　　　	 W210-13
　東京　大日本国本会　昭和 15　1 冊　美濃　和

輝く肇国　永江維章　　　　　　　　　	 W210-14
　青森　東北タイムス社　昭和 15　1 冊　美濃　和

　　　　◇

扶桑鐘銘集　3 巻　岡崎盧門（信好）編　	 W210-15
　京都　大谷津逮堂　明治刊　3 冊　半紙　和

　　　　◇

帝王編年記　27 巻　〔釈永祐著〕　近藤圭造校	 W210-16
　東京　近藤圭造　明治 19（1886）7 冊　美濃半　和
　（存採叢書本）

本朝歴史略評註　4 巻〔巨勢正純〕　　	 W210-17

　大阪　浅野弥兵衛　元禄 3（1690）2 冊　美濃　和
　（鶴屋有節旧蔵）

本朝年代記図会　5 巻　秋里籬鳥（舜福）	 W210-18
　享和 2（1802）4 冊　美濃　和
　別題：絵本年代記

本朝年代要覧　　　　　　　　　　　　　	 W210-19
　安政 6（1859）写（下沢保躬）1 冊　小　和

永代年代記大成　細河並輔編　　　　　	 W210-20
　江戸　甘泉堂　弘化 3（1846）1 冊　半紙半　和

史籍年表　伴信友　　　　　　　　　　　	 W210-21
　弘化 2（1845）序刊　1 冊　美濃　和

皇朝紀年箋　画餅居士（太田正隆）編　　	 W210-22
　東京　編者　明治 12（1879）1 帖　小　折本

（国郡建置）本朝往古沿革図説　2 巻　　　	 W210-23
　檜山義慎
　文政 6（1823）2 帖　半紙倍　折本
　別題：本朝郡建置図説（乾）万世泰平図説（坤）

　　　　　210.09　有識故実　儀式典例

御代始抄　一条兼良　　　　　　　　　	 W081-4
　明治 33（1900）（故実叢書第 13 ノ内）

有職袖中抄　　　　　　　　　　　　　　	 W081-4
　明治 33（1900）（故実叢書第 13 ノ内）

有職袖中抄　第 3　　　　　　　　　　　	 W210.09-1
　刊　1 冊　半紙半　和
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条々聞書貞丈抄　伊勢貞丈　　　　　	 W210.09-2
　写（星野素閑）5 冊　美濃　和

御即位女房之翰　　　　　　　　　　	 W210.09-3
　天保 2（1831）1 冊　美濃　和
　註：文化 14 年御即位禁裏規式

内裏御即位之図並御即位ニ付五万石以上御大名御賀御進献
之分（弘化 4 年）　　　　　	 W210.09-4
　刊　1 枚　一枚物

元服之次第　　　　　　　　　　　　	 W210.09-5
　元禄 3（1690）写　1 冊　半紙半　和

将軍家記録之中　　　　　　　　　　	 W210.09-6
　写　1 冊　美濃　和
　内容：立親王宣下御祝儀京都御使之記（享保5年）駿州

久能山御宮正遷宮名代勤方諸事覚帳（明和2年）大納言
様御婚礼之節日光御名代記（宝暦4年）

（公衡公記）後深草院天皇崩後以下記　	 　W210.09-7
　〔藤原公衡〕
　明治 8（1875）写（伏見宮蔵本による）1 冊　美濃　和

養実服忌弁疑　筒井忠英　　　　　　	 W210.09-8
　江戸　鳳翔館　享和 2（1802）1 冊　美濃　和

服忌便覧　　　　　　　　　　　　　	 W210.09-9
　天保 7（1836）1 帖　小　折本

服忌令意得書（公儀御決断）　　　　	 W210.09-10
　弘化 3（1846）写　1 冊　半紙　和

服忌令弁録　　　　　　　　　　　　	 W210.09-11
　安政 2（1855）写　1 冊　美濃半　和

服忌令増補　　　　　　　　　　　　	 W210.09-12
　写　3 冊　半紙　和（稽古館旧蔵）

服忌令　　　　　　　　　　　　　　　　	 W210.09-13
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

日中行事　後醍醐天皇著　　　	 W210.09-14
　大石千引註
　京都　山城屋佐兵衛　文政 3（1820）1 冊　美濃　和

建武年中行事略解　壷井義知　　　　　　	 W081-4
　明治 33（1900）1 冊　（故実叢書第 16）

草偃和言　1 巻　会沢安　　　　　　　	 W210.09-15
　嘉永 5（1852）1 冊　美濃　和

草偃和言（抜書）　会沢安　　　　	 W210.09-16
　万延 2（1861）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

　　　　◇

口宣案（元和三年三月十七日蔵人頭左中弁藤原業光奉）　
　　　　　　　　　　　　	 W210.09-17
　元和 3（1617）写　1 通　一枚物（宿紙）
　註：「従五位下平智保宜任玄蕃頭｣

叙爵被仰付口宣頂戴取計一件　　　	 W210.09-18
　（天保 14 年 12 月 15 日至同 15 年 2 月 21 日）
　写　1 冊　半紙半　和

　　　　◇

装束図式　　　　　　　　　　　　　　	 W210.09-19
　京都　出雲寺和泉掾　元禄 5（1692）2 冊　半紙　和

装束集成　7巻　　　　　　　　　　　　　	 W081-4
　明治 33（1900）7 冊　（故実叢書第 17 〜 23）

冠帽図会　松岡辰方編　　　　　　　　　	 W081-4
　明治 32（1899）1 帖　（故実叢叢第 29）

装束口決・武家四位装束類聚・装束色目抜書・高倉家色目
異説　　　　　　　　　	 W210.09-20
　弘化 2（1845）写　1 冊　美濃　和

女房官品之事・女房装束之事　　　	 W210.09-21
　嘉永 7（1854）写　1 冊　美濃　和

神官衣体図式　忌部満宝著　　　　	 W210.09-22
　板橋貫雄画
　明治元（1868）1 帖　小　折本

装束図解　附甲冑図解　関根正直　	 W210.09-23
　東京　国学院　明治 31（1898）1 冊　半紙　和

制服雛形図　明治 3 年　　　　　　	 W210.09-24
　写　1 冊　半紙　和

輿車図考并附図　松平楽翁（定信）編　　	 W081-4
　渡辺広輝画
　明治 33（1900）1 冊　2 帖　（故実叢書第 26 〜 28）

　　　　◇

元陵御記　霊元天皇　　　　　　　　	 W210.09-25
　嘉永 2（1849）2 冊　半紙　和
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内裡御造畢ニ付禁裏遷幸御行列書写　	 W210.09-26
　寛政 2 年
　写　1 冊　横小　和

　　　　　　210.1　通史

大本日史　243 巻（巻 74,75 欠）　　　　	 W210.1-1
　〔徳川〕光圀等
　江戸　和泉屋金右衛門　嘉永 4（1851）99 冊　美濃　和
　（稽古館旧蔵）

大本日史　巻 169 〜 171　徳川光圀等　	 W210.1-2
　刊　1 冊　美濃　和（弘前藩学校旧蔵）

大本日史　243 巻　徳川光圀等　　　　	 W210.1-3
　東京　吉川半七（徳川家蔵版）明治 33（1900）25 冊
　半紙
　内容：第 1 〜 8 冊　本紀　第 9 〜 25 冊　列伝

大本日史　397 巻　目 5 巻　徳川光圀等	 W210.1-4
　東京　徳川家　明治 39（1906）231 冊　美濃　和
　内容：巻1〜73　本紀　巻74〜243　列伝　巻244〜

266　神祇志　巻267〜279　氏族志　巻280〜284　職
官志　巻285〜317　国郡志　巻318〜333　食貨志　
巻334〜349　礼楽志　第350〜355　兵志　巻356,357

　刑法志　巻358〜363　陰陽志　巻364〜369　仏事志
　巻370,371　臣連二造表　巻372〜378　公卿表　巻

379　国郡司表　巻391〜394　蔵人検非違使表　巻
395〜397　将軍僚属表

大日本史賛藪　5 巻　〔安積覚編〕　　	 W210.1-5
　写　5 冊　美濃　和（稽古館旧薇）

皇朝史略　12 巻　続 5 巻　青山延于　　	 W210.1-6
　明治 2（1869）10 冊　美濃半　和（弘道館叢書）

皇朝史略　12 巻　続 5 巻　青山延于　　	 W210.1-7
　明治 8（1875）10 冊　美濃半　和

日本政記　16 巻　頼山陽（㐮）　　　　	 W210.1-8
　天保 9（1838）序刊（木活）16 冊　美濃　和

日本政記　16 巻　頼㐮　　　　　　　　　	 W210.1-9
　京都　頼又次郎　明治 13（1880）8 冊　半紙半　和

（増補）日本政記　巻 1 〜 6　頼㐮　　　	 W210.1-10
　明治 9（1876）3 冊　美濃半　和

（校正）日本政記　16 巻　頼㐮　　　　	 W210.1-11
　京都　頼竜三　明治 30（1897）8 冊　半紙　和

日本政記便蒙　柴田清彦編　　　　　	 W210.1-12
　明治 13（1880）2 冊　美濃半　和

（校刻）日本外史　21 巻　頼㐮著　　　	 W210.1-13
　保岡孚校
　江戸　和泉屋半兵衛　元治元（1864）8 冊　半紙　和

（点註標記）日本外史　22 巻　頼㐮著　　	 W210.1-14
　吉原呼我註
　明治 8（1875）1 冊　半紙　和

（標註）日本外史　22 巻　附図 1 巻　　　	 W210.1-15
　頼㐮著　頼又二郎（復）註
　京都　明治 7（1874）13 冊　半紙　和

（標註）日本外史　21 巻　附図 1 巻　　	 W210.1-15 イ
　頼㐮著　頼又二郎（復）註
　京都　明治 23（1890）13 冊　半紙　和

外史字引　斎藤実頴編　　　　　　　	 W210.1-16
　東京　中外堂　明治 8（1875）1 冊　半紙半　和

（編年）日本外史　頼㐮原著　　　　　　	 W210.1-17
　重野安繹編
　東京　光啓社　明治 8（1875）4 冊　半紙　和

日本外史新論　中村正蔵　　　　　	 W210.1-18
　岐阜　成美書堂　明治 16（1883）2 冊　半紙　和

（頭書図彙）日本外史独学講義　　　　　	 W210.1-19
　塩見文準編
　東京　松栄堂　明治 25（1892）4 冊　美濃半　和

国史略　5 巻（巻 2 欠）岩垣松苗編　　	 W210.1-20
　京都　五車楼　安政 4（1857）4 冊　美濃　和

（増補点註）国史略　5 巻　岩垣松苗編　　	 W210.1-21
　岩垣杉苗註
　明治 11（1878）4 冊　半紙半　和

内国史略　4 巻　南摩綱紀編　　　　　	 W210.1-22
　大阪　明治 5（1872）4 冊　半紙　和

内国史略　後編 2 巻　石村貞一編　　	 W210.1-23
　東京　明治 7（1874）2 冊　半紙　和

国史略　7 巻　石村貞一編　　　　　　	 W210.1-24
　東京　東生書館　明治 9（1876）写　7 冊　半紙　和

国史略　7 巻　石村貞一編　　　　	 W210.1-24 イ
　東京　東生書館　明治 16（1883）7 冊　半紙　和

国史略　7 巻　石村貞一編　　　　　	 W210.1-24 ロ
　東京　東生書館　明治 22（1889）7 冊　半紙　和
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国史略抜萃　石村貞一編　　　　　　	 W210.1-25
　下沢保躬抄
　写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

国史略字引　市岡正一編　　　　　	 W210.1-26
　東京　明治 8（1875）1 冊　美濃半　和

国史略字引　綾部乙松編　　　　　　	 W210.1-27
　東京　東生鉄五郎　明治 12（1879）1 冊　半紙半　和

国史攪要　16 巻　棚谷元善編　　　　	 W210.1-28
　東京　篠崎竹次郎　明治 9（1876）8 冊　半紙　和

日本略史　4 巻　笹間益三編　　　　　	 W210.1-29
　明治 9（1876）4 冊　美濃半　和

（新撰）日本略史　4 巻（巻 3 欠）　　　　	 W210.1-30
　笠間益三編
　東京　中近堂　明治 13（1880）3 冊　半紙　和

（点註）日本略史　4 巻　笠間益三編　　	 W210.1-31
　石川鴻斎（英）註
　東京　山中市兵衛　明治 11（1878）4 冊　美濃半　和

国史評林　8巻　羽山尚徳編　　　　	 W210.1-32
　東京　清風閣　明治 11（1878）8 冊　半紙　和

（稿本）国史眼　7 巻　重野安繹　　　　	 W210.1-33
　久米邦武　星野恒共編
　東京　帝国大学　明治 23（1890）7 冊　半紙　和

　　　　　　210.3　古代史

古事記　3 巻　本居宣長訓　　　　　　	 W210.3-1

　長瀬真幸校
　享和 3（1803）3 冊　美濃　和
　別題：（訂正）古訓古事記

古事記　3 巻　本居宣長訓　　　　　	 W210.3-1 イ
　長瀬真幸校
　享和 3（1803）3 冊　美濃　和
　別題：（訂正）古訓古事記

古事記　3 巻（巻上欠）本居宣長訓　	 W210.3-1 ロ
　長瀬真幸校
　享和 3（1803）2 冊　美濃　和

古事記　巻下　本居宣長訓　　　　	 W210.3-1 ハ
　長瀬真幸校
　東京　永田調兵衛　明治 3（1870）（享和 3 板後刷）
　1 冊　美濃　和

古事記　3 巻　本居宣長訓　　　　　　	 W210.3-2
　長瀬真幸校
　東京　永田調兵衛　明治 4（1871）3 冊　美濃半　和
　別題：（訂正）古訓古事記

古事記伝　44 巻　目 3 巻附三大考（服部中庸）
　本居宣長　　　　　　　　　　　　　	 W210.3-3
　名古屋　永楽屋東四郎　天保 15（1844）48 冊　美濃　和

古事記伝　巻 21 〜 44　目 3 巻附三大考（服部中庸）
　本居宣長　　　　　　　　　　　	 W210.3-3 イ
　天保 15（1844）28 冊　美濃　和

古事記伝目録　3 巻　　　　　	 W210.3-4
　文化 5（1808）3 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

三大考　（古事記伝附巻）服部中庸　	 W210.3-5

　寛政 3（1791）1 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

（標註）古事記証本　3 巻　加藤高文　　	 W210.3-6
　東京　青山堂書房　明治 25（1892）3 冊　半紙　和

古事記考　井上頼圀　　　　　　　　	 W210.3-7
　東京　明治書院　明治 42（1909）1 冊　半紙　拍

日本書紀　巻 29,30　　　　　　　　　	 W210.3-8
　寛文 9（1669）（慶長敕板による）1 冊　美濃　和

古語拾遺　斎部広成　　　　　　　　	 W210.3-9
　大阪　河内屋喜兵衛　文化 4（1807）1 冊　美濃　和

（増訂）古語拾遺　斎部広成著　　　　	 W210.3-10
　古川躬行校
　大阪　明治 5（1872）1 冊　美濃　和

弘仁歴運記考　2 巻　平田篤胤　　　　	 W210.3-11
　刊　1 冊　美濃　和

神代紀伝　3 巻　竹内巌稲　　　　　　	 W210.3-12
　刊　3 冊　美濃　和（弘前藩学校旧蔵）

続日本紀　巻 1 〜 10　菅野真道等　　	 W210.3-13
　岸本宗道　大宮宗司校訂
　東京　東京堂　明治 25（1892）1 冊　半紙　和

類聚国史　61 巻（200 巻ノ内）考異 3 巻	 W210.3-14
　菅原道真編　仙石政和校　　　　　	
　文化 13（1816）跋刊　10 冊　美濃　和

〔寛平八年九年記事〕　　　　　　　　	 W210.3-15
　写（古写）1 冊　美濃　和
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李部王紀　延長 8 年至天暦 6 年　　　　	 W210.3-16
　〔重明親王〕
　写　1 冊　美濃　和

扶桑見聞私記　76 巻　大江広元　　　	 W210.3-17
　写　76 冊　美濃　和

　　　　　　210.4　前期封建時代

東鑑抜萃　下沢保躬抄　　　　　　　	 W210.4-1
　写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

吾妻鏡備考　3 巻　高桑駒吉編　　　　	 W210.4-2
　東京　大日本図書　明治 32（1899）3 冊　半紙　和
　内容：東鑑綱要（林道春（信勝）東鑑末録（林春斎

（恕）東鑑要集（大坪無射）東鑑暦算改補（安藤有益）
関東開闢年代記　将軍執権次第　関東評定伝　吾妻鑑人
名考

吾妻鏡集解　巻 2　高桑駒吉等　　　　	 W210.4-3
　東京　大日本図書　明治 29（1896）1 冊　半紙　和
　共編者：依田喜一郎　成川睿次郎

蒙古寇紀　2 巻　長村鑑編　　　　　　	 W210.4-4
　東京　元寇弘安六百五十年記念会　昭和 6（影印）1 冊
　半紙　和

武家泰平一覧（絵入）   好古斎　　　	 W210.4-5
　嘉永 2（1849）1 冊　半紙半　和

南山史　成島譲（良譲）　　　　　　　	 W210.4-6
　東京　修文協会　明治 14（1881）3 冊　半紙　和

東遷基業　巻 1,2（30 巻ノ内）　　　　　	 W210.4-7
　佐久間健

　写　2 冊　美濃　和

晴豊記　10 巻　勧修寺晴豊著　　　　　	 W210.4-8
　坪井九馬三　日下寛校訂
　東京　富山房　明治 32（1899）3 冊　半紙　和
　（文科大学史誌叢書）

浪速秘事記　27 巻〔荒井保恵〕　　　	 W210.4-9
　写　7 冊　半紙　和
　註：本書題名は速浪秘事記とある

大阪冬之御陣図　　　　　　　　　　	 W210.4-10
　写　1 枚　1 枚物

〔権現様関ケ原大坂御陣之刻御使番人名〕	 　W210.4-11
　写　1 巻　巻子　小

　　　　　　210.5　後期封建時代

武家事記　60 巻（巻 4,19 〜 22,24,25，28,43,56 〜 60 欠）
　〔山鹿素行〕（高祐）	 　W210.5-1
　写　38 冊　美濃　仮綴

続国史略　5 巻　後篇 5 巻　　　　　　　	 W210.5-2
　谷寛得　小笠原勝修共編
　東京　柏悦堂　明治 6（1873）10 冊　美濃　和

続国史略　5 巻　後篇 5 巻　　　　　　	 W210.5-2 イ
　東京　明治 8（1875）10 冊　美濃　和

続続皇朝史略　5 巻　石村貞一編　　　	 W210.5-3
　大阪　村上夏助　明治 7（1874）5 冊　美濃半　和

修史略　2 巻　藤田一正　　　　　　　　	 W210.5-4
　写　1 冊　半紙　和

近世日本外史　関機　　　　　　　　	 W210.5-5
　東京　明治 9,10（1876,77）7 冊　半紙　和

続日本外史　10 巻　馬杉繋　　　　　	 W210.5-6
　東京　坂上半七　明治 9（1876）6 冊　半紙　和

近世紀聞　初編 3 巻　二編 3 巻　　　　	 W210.5-7
　条野伝平（二編）染崎延房
　東京　甘泉堂　明治 7（1874）6 冊　半紙　和

（校補）近世史略　3 巻　二篇 3 巻　三篇 3 巻　W210.5-8
　山口謙
　東京　明治 8,13（1875,80）9 冊　半紙　和

（校補）近世史略　3 巻　二篇 3 巻　三篇 3 巻 W210.5-8 イ
　山口謙
　東京　明治 8,13（1875,80）9 冊　半紙　和

　　　　◇

続編落穂集　巻 1　　　　　　　　　　	 W210.5-9
　写　1 冊　半紙　和

珍秘録　6 巻（巻 5,6 欠）　　　　　　　	 W210.5-10
　写　4 冊　美濃　和

赤穂義人録補正　2 巻　室鳩巣（直清）著　	 W210.5-11
　国枝成卿（惟煕）補正
　名古屋　美濃屋文次郎　明治 5（1872）1 冊　美濃　和

赤穂義士伝一夕話　10 巻　　　　　　	 W210.5-12
　山崎美成編　橋本玉蘭画
　嘉永 7（1854）10 冊　美濃　和
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義士高名噺　1 巻　越智直澄　　　　　	 W210.5-13
　写　1 冊　半紙　和

赤穂盟伝記　6 巻　　　　　　　　　　　	 W210.5-14
　写　6 冊　美濃　和

赤穂実録　　　　　　　　　　　　　　	 W210.5-15
　慶応 3（1867）写　3 冊　半紙　和

涙襟集　2 巻　　　　　　　　　	 W210.5-16
　写　1 冊　半紙　和

赤穂義士墳墓記事　曲直庵亀文　　　	 W210.5-17
　写　1 冊　半紙　仮和

元正間記見独集　15 巻　　　　　　　	 W210.5-18
　安政 6（1859）写　8 冊　半紙　和

中山破問実録　　　　　　　　　　　　	 W210.5-19
　安政 4（1857）写　1 冊　半紙　和

中山破問録　　　　　　　　　　　　　	 W210.5-20
　写　1 冊　半紙　和

西丸於御書院番部至刃傷之次第聞書　	 W210.5-21
　（文政 6 年 4 月 22 日）
　写　1 冊　半紙　和
　別題：松平外記殿中刃傷聞書

諸国水損風雨書付并越後国地震　　　	 W210.5-22
　（文政 11 年）
　写　1 冊　半紙　和

諸家様非常御備御届写（天保 14 年）　	 W210.5-23
　写　1 冊　半紙半　和

武家必覧　後編　　　　　　　　　　	 W210.5-24
　写　5 冊　美濃　和
　註：天保 10 年〜嘉永 5 年

武家必覧　13巻（巻 11欠）　　　　　	 W210.5-25
　写　12 冊　美濃　和
　註：嘉永 6 年〜安政 4 年

水府老君答執政書　1 巻　附上方大阪風説書等
　水戸（徳川）斉昭　　　　　　　　　	 W210.5-26
　文久 2（1862）写　1 冊　美濃　和

伊井掃部頭様変難一条書抜　　　　　	 W210.5-27
　写　1 冊　半紙　和

（維新史稿）日子山義僧伝　江島茂逸編　	 W210.5-28
　東京　野史台　明治 30（1897）1 冊　半紙　和

元治夢物語　5 巻（巻 1,3 欠）　　　　　	 W210.5-29
　馬場文英
　刊（木活）3 冊　美濃半　和

　　　　　　210.6　明治・大正時代

修史局編纂明治史要・藤川忠猷著復古成績抄略
　下沢保躬抄　　　　　　　　　　　　	 W210.6-1
　明治写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

四海虚実記　2 巻　下沢保躬編　　　　	 W210.6-2
　明治 3（1870）写　2 冊　美濃　和

長連豪島田一郎斬姦状　　　　　　　	 W210.6-3
　長連豪　島田一郎等
　写　1 冊　美濃　和

近世日本略史　2 巻　藤井惟勉編　　　	 W210.6-4
　東京　柳河梅次郎　明治 12（1879）1 冊　美濃半　和

丁丑乱概　2 巻　鹿児島県編　　　　　	 W210.6-5
　鹿児島　編者　明治 12（1879）2 冊　半紙　和

昭代史要　12 巻　大野堯運編　　　　	 W210.6-6
　明治刊　2 冊　美濃半　和

明治碑文集　巻 1　佐藤平次郎編　　　	 W210.6-7
　明治 24（1891）序刊　1 冊　半紙　和

明治文化年表　　　　　　　　　　　　	 W210.6-8
　時好倶楽部　明治文化研究会共編
　昭和 2　1 枚　一枚物

　　　　　　212　東北地方

仙台動乱記　2巻　　　　　　　　　　　　	 W212.3-1
　写　1 冊　半紙　和

新編会津風土記　120 巻　　　　　　　	 W212.6-1
　会津藩地誌局編
　若松（福島県）万翠堂　明治 27（1894）12 冊　半紙　和

　　　　　　213　関東地方

下野国誌		 〔河野〕守弘著　下沢保躬抄　	 W213-1
　写（下沢保躬）1 冊　半紙半　和 

（享保十三年）江戸洪水記　附同十六年火災記	 W213-2
　福王茂右衛門（盛有）　　　　　　　　 
　文政 12（1829）写　1 冊　美濃　和



和 装 本 目 録 １

33

　　　　　　216　近畿地方

（播州姫路）通夜垂言録　5 巻　　　　	 W216-1
　写　1 冊　半紙　和

川内摭古小識　川内出雲行　　　	 W216-2
　京都　城州屋　文化 3（1806）1 冊　半紙半　和

　　　　　　219　九州地方

加藤肥後侯知行人数帳　　　　	 W219-1
　明治 11（1878）写　1 冊　半紙　和

（薩摩嘉永殉難志士）祭典録　鹿児島史談会編	 W219-2
　鹿児島　肝付藤四郎　大正 8（1919）1 冊　半紙　和

　　　　　　221　朝鮮

（松雲大師）奮忠紓難録　（朝鮮）釈南鵬編　	 W221-1
　朝鮮英宗 15（1739）1 冊　美濃　唐

（絵入）朝鮮変報録　第 1 〜 5 号　　　　　　	 W221-2
　渡辺文京（義方）編
　東京　金松堂　明治 15（1882）1 冊　半紙半　和

　　　　　　222　中国（東洋史）

東洋史参考図　安西鼎編　　　　　　　　	 W222-1
　名古屋　編者　明治 35（1902）1 冊　半紙　和

東洋通史　12 巻　久保天随（得二）　　　	 W222-2
　東京　博文館　明治 36,37（1903,04）12 冊　半紙　和

東洋通史　12 巻　久保天随（得二）　　	 W222-2 イ
　東京　博文館　明治 36,37（1903,04）12 冊　半紙　和

　　　　◇

廿二史劄記　36 巻　補遺 1 巻（清）趙翼　	 W222-3
　慶応 2（1866）5 冊　美濃　和
　（工藤他山旧蔵）
　蔵書印：弘前蔵書

読史論略詳註　1 巻（清）杜詔著　　　　	 W222-4
　（清）唐桂註
　江戸　千鐘房　文政 8（1825）1 冊　美濃　和

清名家史論鈔　巻 3　五十川淵編　　　　	 W222-5
　明治刊　1 冊　半紙　和

　　　　◇

史記評林　巻 1 〜 53（巻 31,40 欠）　　　　	 W212-6
　（明）凌稚隆編（明）李光縉増補
　日本刊　13 冊　美濃　和

史記評林　130 巻　首 2 巻（明）凌稚隆編　	 W212-7
　（明）李光縉増補
　東京　明治刊　50 冊　美濃半　和

史記評林　130 巻　首 2 巻（明）凌稚隆編	 W222-7 イ
　（明）李光縉増補
　東京　明治刊　50 冊　美濃半　和

史記評林　130 巻　首 2 巻　　	 W222-7 ロ
　（明）凌稚隆編（明）李光縉増補
　明治刊　50 冊　美濃半　和

（増訂）史記評林　130 巻　首 2 巻　　	 W222-8
　（明）凌稚隆編　（明）李光縉増補　大郷穆

　伊地知貞馨点
　大阪　脩道館　明治 14（1881）27 冊　美濃　和

（増補評点）史記評林　130 巻（巻 1 〜 3 欠）　	 W222-9
　（明）凌稚隆編（明）李光縉補　石川鴻斎（英）校
　東京　鳳文館　明治 16（1883）2 冊　半紙　和

（啓蒙）史記列伝　10 巻　太田秀敬訳註　	 W222-10
　東京　明治 14（1881）10 冊　美濃半　和

（校註）史記読本（巻 13 〜 60 欠）　　　　	 W222-11
　池田盧州（四郎次郎）註
　東京　益友社　明治 26（1893）3 冊　半紙　和

（校註）史記読本　巻 1 〜 12　　　　　　　	W222-11 イ
　池田四郎次郎註
　東京　益友社　明治 26,27（1893,94）1 冊　半紙　和

資治通鑑　294 巻　目 1 巻　　　　　　　	 W222-12
　（宋）司馬光等勅撰　（元）胡三省註
　山名善譲（留三郎）点
　東京　鳳文館　明治 15（1882）70 冊　半紙　和
　内容：第1冊　目録　第2冊　周紀　第3冊　秦紀　第3

〜17冊　漢紀　魏紀　第17〜19冊　魏記　第19〜28冊
　晋紀　第29〜32冊　宋紀　第33,34冊　斉紀　第35〜

39冊　梁紀　第40〜42冊　陳紀　第42〜44冊　隋記
　第44〜64冊　唐紀　第64,65冊　後梁紀　第66,67冊
　後唐紀　第67,68冊　後晋紀　第69冊　後漢紀　第

69,70冊　後周紀

資治通鑑　294 巻（宋）司馬光等勅撰　	 W222-13
　（元）胡三省註　岡千仭点
　大阪　脩道館　明治 15（1882）80 冊　美濃　和
　内容：第1〜3冊　周紀　第3,4冊　秦紀　第4〜21冊　

漢紀　第21〜23冊　魏紀　第23〜33冊　晋紀　第33〜
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37冊　宋紀　第37〜40冊　斉紀　第40〜45冊　梁紀　
第45〜48冊　陳紀　第48〜50冊　隋紀　第50〜73冊

　唐紀　第73〜75冊　後梁紀　第75〜77冊　後唐記　第
77,78冊　後晋紀　第78,79冊　後漢紀　第79,80冊　後
周紀

綱鑑易知録　92 巻　首 1 巻　　　　　　　　	 W222-14
　（清）呉乗権等編
　大阪　近江屋平助　刊　48 冊　半紙　和
　蔵書印：弘前藩学校

（尺木堂）綱鑑易知録　巻 60 〜 92　　　　　	 W222-15
　（清）呉乗権等編
　明治刊　17 冊　半紙　和（弘前藩学校旧蔵）

（字音正誤）十八史略　7 巻（巻 7 欠）　　　	 W222-16
　（元）曽先之編　西野古海正誤
　東京　松林堂　明治刊　6 冊　半紙　和

（箋註）十八史略校本　7 巻　　　　　	 W222-17
　（元）曽先之編　近藤元粋評
　大阪　明善堂　明治 13（1880）7 冊　美濃　和

（立斎先生標題解註音釈）十八史略　　　　	 W222-18
　（元）曽先之編　（明）陳殷音釈　岩垣彦明評
　元治元（1864）7 冊　美濃　和

（立斎先生標題解註音釈）十八史略　	 W222-18 イ
　（元）曽先之編　（明）陳殷音釈　岩垣彦明評
　東京　文昌堂　明治 19（1886）7 冊　美濃　和

（立斎先生標題解註音釈）十八史略　	 W222-19
　（元）曽先之編　（明）陳殷音釈　岩垣彦明標記
　岩垣松苗増補
　京都　五車楼　明治 10（1877）7 冊　美濃半　和

　別題：（標記増補）十八史略

（立斎先生標題解註音釈）十八史略　	 W222-19 イ
　（元）曽先之編（明）陳殷音訳　岩垣彦明標記
　岩垣松苗増補
　京都　五車楼　明治 17（1884）7 冊　美濃　和

（立斎先生標註）十八史略読本　巻 1,2　　	 W222-20
　（元）曽先之編（明）陳殷音訳　大賀富二補訂
　明治 9（1876）序刊　2 冊　美濃　和

標註十八史略読本　7 巻　　　　　　　	 W222-21
　（元）曽先之編（明）陳殷音釈　井上揆増註
　東京　水野幸　明治 27（1894）再版　7 冊　半紙　和

十八史略独学　7 巻　（元）曽先之編　　	 W222-22
　岡野英太郎点
　東京　松栄堂　明治 29（1896）4 冊　小　和

（増補）元明史略　4 巻　後藤世鈞編　　　	 W222-23
　藤原（山本）正臣増補
　京都　菱谷孫兵衛　弘化 3（1846）4 冊　美濃　和

（標記増補）元明史略　4 巻　後藤世鈞編　	 W222-24
　山本正臣増補　岩垣松苗標記
　京都　藤井孫兵衛　明治 8（1875）4 冊　美濃半　和

（標記増補）元明史略　4 巻　後藤世鈞編　	 W222-24 イ
　山本正臣増補　岩垣松苗標記
　京都　藤井孫兵衛　明治 8（1875）4 冊　美濃半　和

（標記増補）元明史略　4 巻　後藤世鈞編　	 W222-24 ロ
　山本正臣増補　岩垣松苗標記
　京都　藤井孫兵衛　明治 8（1875）4 冊　美濃半　和

元明清史略　5 巻　石村貞一編　　　　　	 W222-25
　東京　東生亀治郎　明治 10（1877）5 冊　半紙　和

支那史要附図　2 巻　市村瓚次郎　　　	 W222-26
　東京　吉川半七　明治 28（1895）2 冊　半紙　和

　　　　◇

国語　21 巻（呉）韋昭註　　　　　　　	 W222-27
　林道春（信勝）点
　刊　5 冊　美濃　和

（重刻）国語　21 巻（呉）韋昭註　　　　	 W222-28
　（宋）宋庠補音　千葉玄之校
　京都　天明 6（1786）5 冊　美濃　和

（校訂）戦図策正文　巻 1 〜 5　　　　　　　	 W222-29
　金沢　観文堂　大正 9（1920）1 冊　半紙　和
　（観文堂叢書第 10 編）

戦国策正解　10 巻　横田惟孝　　　　　	 W222-30
　東京　松山堂　刊　8 冊　半紙　和

戦国策正解　10 巻　横田惟孝　　　　　	 W222-31
　山梨県　内藤伝右衛門　明治 17（1884）7 冊　半紙　和

後漢書　120 巻（巻 50,51 欠）　　　　　	 W222-32
　（宋）范喧曄撰（唐）李賢註
　清康煕 25（1686）（明万暦北監重修）24 冊　美濃　唐
　（稽古館旧蔵）（第 1 冊は明崇禎 16 年汲古閣本）

三国志　65 巻（晋）陳寿著　　　　　　	 W222-33
　（宋）裴松之註　鈴木義宗点
　東京　東京印刷会社　明治 18（1885）10 冊　半紙　和
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靖康伝信録　3 巻　（宋）李綱　　　　　　	 W222-34
　慶応元（1865）3 冊　美濃　和

（尺木堂）明鑑易知録　15 巻　　　　　　　	 W222-35
　（清）呉乗権等編
　明治刊　7 冊　半紙　和（弘前藩学校旧蔵）

明史擥要　8 巻　　　　　　　　　　　　　	 W222-36
　（清）張景星　姚培謙共編
　清乾隆 2（1759）6 冊　小　唐

閲史約書			（明）王光魯編　　　　　　　	 W222-37
　京都　北村四郎兵衛　寛政 5（1793〕1 冊　美濃　和

東華録　16 巻（巻 1 〜 8 欠）（清）蒋良騏　	 W222-38
　天保 4（1833）3 冊　美濃　和

清史擥要　6 巻　増田貢　　　　　　　　	 W222-39
　東京　明治 10（1877）6 冊　半紙　和

金陵癸甲摭談　高見猪之助校　　　　　	 W222-40
　大阪　河内屋　明治 2（1869）2 冊　美濃半　和

阿芙蓉彙聞　7 巻　〔塩谷世弘〕　　　　	 W222-41
　写　7 冊　美濃　和

　　　　　　222.4　台湾

台湾外記　30 巻（清）江日昇　　　　　	 W222.4-1
　滑康煕 52（1713）12 冊　半紙　唐

台湾外記　30 巻（巻 1 〜 5 欠）　　　　	 W222.4-1 イ
　（清）江日昇
　清康煕 52（1713）（後刷）4 冊　半紙　唐

　　　　　　230　ヨーロッパ（西洋史）

西史擥要　4 巻　キュルテイス著　　　　	 W230-1
　福地万世訳
　東京　開成学校　明治 2（1869）3 冊　半紙　和

西洋易知録　初編 2 巻　コルリール著　　	 W230-2
　河津孫四郎訳
　明治 2（1869）2 冊　半紙　和

泰西史鑑　上編巻 8 〜 10　中編巻 1 〜 6　　	 W230-3
　（独）物的爾著　西村茂樹訳
　東京　稲田佐兵衛　明治 5（1872） 9 冊　半紙　和

　　　　◇

英国文明史　第 1 〜 6 編　（英）ハックル著　			 W233-1
　土居光華　萱生奉三共訳
　東京　宝文館　明治 12（1879）8 冊　半紙　和

　　　　◇

法勃戦闘事情略誌　第 1 輯　渡六之介　　	 W235-1
　明治写　1 冊　半紙　和

　　　　　　280　伝記

（俳諧種卸）増補三国人名牒　　　　　　　　	 W280-1
　〔馬場〕存義編　高井蘭山（伴覚）校
　文化 9（1812）1 冊　美濃半　和

和漢武勇鑑　橘守国画　　　　　　　　　	 W280-2
　名古屋　文光堂　刊　1 冊　半紙　和

（和漢洋）英哲年齢便覧（抜萃）青山延寿　	 W280-3

　明治写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

　　　　　　281　日本（叢伝）

明良洪範（抄）　〔真田増誉〕　　　	 W281-1
　写　1 冊　半紙　和

武家閑談　木村高敦編　　　　　　　　	 W281-2
　写　3 冊　美濃　和
　別題：白石先生武宗閑譚

（本朝）武芸小伝　10 巻（巻 3 〜 5 欠）　　　	 W281-3
　日夏繁高
　享保元（1716）3 冊　美濃　和
　別題：干城小伝

先民伝　盧驥　　　　　　　　　　　　　	 W281-4
　江戸　慶元堂　文政 2（1819）2 冊　半紙　和

常山紀談　25 巻　拾遺 4 巻　附 1 巻　　　	 W281-5
　湯浅元禎編
　嘉永 4（1851）30 冊　美濃　和

雨夜灯（常山紀談附録）湯浅元禎編　　	 W281-6
　刊　1 冊　美濃　和

常山紀談抜書　湯浅元禎編　　　　　　　	 W281-7
　写　1 冊　半紙　和

続近世畸人伝　5 巻　三熊思孝　　　　　	 W281-8
　京都　寛政 10（1798）5 冊　美濃　和

畸人伝　5 巻　伴蒿蹊（資芳）　　　　　　	 W281-9
　京都　寛政 2（1790）5 冊　美濃　和
　別題：近世畸人伝
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芸備孝義伝　二編巻 1 〜 4　頼惟完　　　	 W281-10
　享和 3（1803）1 冊　半紙　和

諸家人物誌　2 巻　南山道人（池永豹）編　	 W281-11
　寛政 4（1792）1 冊　半紙半　和

（日本）諸家人物誌　2 巻　　　　　　　　	 W281-12
　南山道人（池永豹）編
　寛政 11（1799）1 冊　半紙半　和

続諸家人物誌　3 巻　青柳文蔵　　　　　	 W281-13
　大阪　柏原屋嘉兵衛　寛政 12（1800）3 冊　半紙半　和

続諸家人物誌　3 巻　青柳茂明（文蔵）　	 W281-14
　天保 3（1832）3 冊　半紙半　和

仮名世説　下　杏花園蜀山（大田覃）　	 W281-15
　江戸　刊　1 冊　半紙　和

絵本百将全伝		 〔月岡雪鼎画〕　　　　　	 W281-16
　明和 5（1768）5 冊　半紙　和

明徴録　青山延于編　　　　　　　　　	 W281-18
　水戸　鉄槍斎　文化 14（1817）5 冊　半紙　和

早引人物故事　2 巻　川関惟充　　　　　	 W281-19
　文政 8（1825）2 冊　美濃半　和

甲越勇士鑑　四篇五篇　石亭奇山　　　	 W281-20
　江戸　弘化 4（1847）1 冊　半紙半　和

思ひよる日　古筆了伴　　　　　　　　	 W281-21
　江戸　岡村屋庄助　嘉永元（1848）1 冊　半紙　和

名節録　3 巻　岡山僑　　　　　　　　　　	 W281-22
　大阪　河内屋喜兵衛　慶応 2（1866）3 冊　美濃　和

赤穂四十七士伝　2 巻　青山延光　　　　	 W281-23
　嘉永 3（1850）2 冊　美濃　和

佩弦斎稿（六雄八将論）　青山延光　　　	 W281-24
　慶応 2（1866）1 冊　美濃　和

佩弦斎稿（六雄八将論）　青山延光　　	 W281-24 イ
　慶応 2（1866）1 冊　美濃　和

前賢故実　菊池武保編　　　　　　　　	 W281-25
　明治 32（1899）写　2 冊　半紙　和

前賢故実　10 巻　菊池武保編　　　　　	 W281-26
　東京　桜井庄吉　明治 36（1903）10 冊　半紙　和

先哲叢談　後編 8 巻　東条琴台（信耕）　	 W281-27
　大阪　河内屋茂兵衛　文政 10（1827）4 冊　美濃　和
　（稽古館旧蔵）

尾張名家誌　細野忠陳　　　　　　　　　	 W281-28
　名古屋　皓月堂　安政 4（1857）2 冊　美濃　和

勢免天話草　初編 20 巻　二編巻 3 〜 20　	 W281-29
　〔渋井徳章編〕
　写　19 冊　半紙　和

責而者艸　巻 1 〜 3〔渋井徳章〕編　　　	 W281-30
　写（鵜川盛矩）3 冊　半紙　和（鵜川文庫旧蔵）

殉難録稿　50 巻　川田剛等　　　　　　	 W281-31
　東京　宮内省　明治 30,31,37（1897,98,1904）51 冊
　美濃　和

殉難士伝　2 巻　馬杉繋　　　　　　　　	 W281-32
　東京　明治 10（1877）2 冊　半紙　和

近世偉人伝　四編 2 巻　蒲生重章　　　	 W281-33
　東京　森田鉄五郎　明治 13（1880）2 冊　半紙　和

名将言行録　10 巻　岡谷繁実編　　　　	 W281-34
　東京　玉山堂　明治 3（1870）10 冊　美濃　和

本朝列女伝　2 巻　匹田尚昌編　　　　　	 W281-35
　斎藤実頴補
　東京　文昌堂　明治 12（1879）1 冊　半紙　和

今世武臣伝　巻 1　吉雄敦　　　　　　　	 W281-36
　東京　著者　明治 14（1881）1 冊　美濃半　和

浪華人物誌　4 巻　岡本撫山　　　　　　	 W708-1
　刊　4 冊 （芸苑叢書第 7 〜 10 冊）

百花草紙　第 2 編　宇都宮寿綱編　	 W281-37
　東京　耕文社　明治 28（1895）1 冊　半紙　和

秋田前賢史談　山方泰治編　　　　　　	 W281-38
　秋田　明治 38（1905）1 冊　半紙　和

　　　　◇　忌辰縁

奠香録　　　　　　　　　　　　　　　　	 W281-39
　刊　1 冊　半紙半　和

　　　　　　281.03　書目　人名辞書　人名録

平安人物誌　3 巻　弄翰子編　　　　　	 W281.03-1
　京都　文政 13（1830）1 冊　半紙半　和
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（江戸当時）諸家人名録　第 1 〜 4 輯　　　	 W708-1
　（文化 12 年 , 文政元年 , 天保 7 年 , 天保 13 年 , 文久元
　年）扇面亭編
　大正 7（1918）2 冊（芸苑叢書第 1 集第 11,12 冊）

（江戸現在）広益諸家人名録　　　　　　	 W281.03-2
　江戸　金花堂　天保 7（1836）1 冊　美濃半　和

（国字分類）諡号略記			 〔宮崎成身〕　　　	 W281.03-3
　写　1 冊　半紙　和

国字分名集　2 巻　　　　　　　　　　	 W281.03-4
　文政 12（1829）2 冊　美濃半　和

名字指南（名乗指南）				黒河春村　　　	 W281.03-5
　東京　万青堂　明治 14（1881）1 冊　半紙　和

　　　　◇　公卿名鑑

（新刊）雲上明鑑　2 巻　速水房常編　　	 W281.03-6
　京都　出雲寺文治郎　文化10（1813）2冊　半紙半　和

雲上明覧大全　上　弘化 2 年改　　　	 W281.03-7
　弘化 2（1845）1 冊　半紙半　和

雲上明覧大全　2 巻　嘉永 3 年改　	 W281.03-8
　嘉永 3（1850）1 冊　半紙半　和

雲上明覧大全　上巻　嘉永 3 年改　	 W281.03-8 イ
　嘉永 3（1850）1 冊（合綴）　半紙半　和

雲上明覧大全　2 巻　万延元年改　　	 W281.03-9
　万延元（1860）2 冊　半紙半　和

雲上明覧大全　上巻　　　　　　　	 W281.03-10
　元治元（1864）1 冊　半紙半　和

雲上明覧大全　上巻　　　　　　	 W281.03-10 イ
　元治元（1864）1 冊　半紙半　和

雲上明覧大全　2 巻　　　　　　　　	 W281.03-11
　京都　竹原好兵衛　慶応元（1865）2 冊　半紙半　和

雲上明覧大全　2 巻　　　　　　　　　　	 W281.03-12
　慶応 2（1866）2 冊　半紙半　和

雲上便覧大全　2 巻　　　　　　　　	 W281.03-13
　慶応 4（1868）1 冊　横小　和

雲上示正鑑　2 巻　御園憲澄編　　　	 W281.03-14
　東京　明治元（1868）2 冊　半紙半　和

雲上示正鑑　2 巻　御園憲澄編　　	 W281.03-14 イ
　明治元（1868）2 冊　半紙半　和

華族階級　　　　　　　　　　　　　	 W281.03-15
　東京　明治 5（1872）1 冊　横小　和

華族銘鑑　長谷川竹葉　　　　　　　	 W281.03-16
　東京　青山堂　明治 9（1876）1 冊　半紙半　和

華族類別譜　下巻　柴山典編　　　	 W281.03-17
　東京　屏山書屋　明治 11（1878）1 冊　小　和

華族名鑑　博文館編　　　　　　　	 W281.03-18
　東京　編者　明治 27（1894）1 冊　半紙半　和

　　　　　◇　武鑑

頼朝分限帳　　　　　　　　　　　　　　	 W281.03-19
　写　1 冊　美濃　和

京都将軍家所領役考　6 巻附 1 巻　　	 W281.03-20
　栗原信充編
　江戸　播磨屋勝五郎　弘化刊　7 冊　美濃半　和
　別題：応仁武艦

鎌倉武鑑　初編下，二編下　　　　　	 W281.03-21
　（系図・略伝・所領・分家）
　江戸　文政 2,3（1819,20）2 冊　美濃半　和

武家官位　元和元年以後　　　　　	 W281.03-22
　写（正徳頃）　1 冊　美濃　和

正極江戸鑑　下巻　　　　　　　　	 W281.03-23
　江戸　経師屋加兵衛　延宝 4（1676）1 冊　美濃半　和

享保武鑑　3 巻　　　　　　　　　　　	 W281.03-24
　江戸　須原屋茂兵衛　享保 9（1724）3 冊　半紙半　和

享保武鑑　3 巻　　　　　　　　　　　　	 W281.03-25
　江戸　須原屋茂兵衛　享保 19（1734）3 冊　半紙半　和

寛保武鑑　3 巻　　　　　　　　　　	 W281.03-26
　江戸　須原屋茂兵衛　寛保 2（1742）3 冊　半紙半　和

延享武鑑　3 巻　　　　　　　　　　	 W281.03-27
　江戸　須原屋茂兵衛　延享 3（1746）3 冊　半紙半　和

寛延武鑑　4 巻　　　　　　　　　　	 W281.03-28
　江戸　須原屋茂兵衛　寛延 2（1749）4 冊　半紙半　和

明和武鑑　3 巻　　　　　　　　　　　	 W281.03-29
　江戸　須原屋茂兵衛　明和 9（1772）3 冊　半紙半　和
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（新版）明和武鑑　巻 1（御大名衆）　　	 W281.03-30
　明和刊　1 冊　半紙半　和

安永武鑑　4 巻　　　　　　　　　　	 W281.03-31
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 6（1777）4 冊　半紙半　和

天明武鑑　巻 3,4　　　　　　　　　	 W281.03-32
　（御役人衆・西御丸附）
　江戸　須原屋茂兵衛　天明 6（1786）２冊　半紙半　和

寛政武鑑　3 巻　　　　　　　　　　	 W281.03-33
　江戸　須原屋茂兵衛　寛政 2（1790）3 冊　半紙半　和

寛政武鑑　4 巻　　　　　　　　	 W281.03-34
　江戸　須原屋茂兵衛　寛政 5（1793）4 冊　半紙半　和
　（巻 1 は寛政 12）

享和武鑑　4 巻　　　　　　　　　　　	 W281.03-35
　江戸　須原屋茂兵衛　享和 3（1803）4 冊　半紙半　和

文化武鑑　3 巻附 1 巻　　　　　　　　	 W281.03-36
　江戸　須原屋茂兵衛　文化 10（1813）4 冊　半紙半　和

文化武鑑　3 巻附 1 巻　　　　　　　　	 W281.03-37
　江戸　須原屋茂兵衛　文化 15（1818）4 冊　半紙　和

（新版改正）文化武鑑　巻 3,4　　　　　	 W281.03-38
　文化刊　2 冊　半紙半　和

文政武鑑　4 巻　　　　　　　　　　	 W281.03-39
　江戸　須原屋茂兵衛　文政 12（1829）4 冊　半紙半　和

文政武鑑　下　　　　　　　　	 W281.03-40
　刊　1 冊　半紙半　和

列国家号弁議　　　　　　　　　　　	 W281.03-41
　天保 3（1832）1 冊　横小　和
　合綴：増減武鑑

天保武鑑　4 巻　　　　　　　　　　　	 W281.03-42
　江戸　須原屋茂兵衛　天保 5（1834）4 冊　半紙半　和

天保武鑑　4 巻　　　　　　　　　	 W281.03-43
　江戸　須原屋茂兵衛　天保 9（1838）4 冊　半紙半　和

天保武鑑　巻 1,2　　　　　　　　　	 W281.03-44
　〔天保 14〕（1843）2 冊　半紙半　和

大成武鑑　3 巻　　　　　　　　　　	 W281.03-45
　江戸　出雲寺万次郎　弘化 2（1845）　半紙半　和

（新板改正）弘化武鑑　巻 1,2,4　　　　	 W281.03-46
　〔弘化 5〕（1848）3 冊　半紙半　和

嘉永武鑑　3 巻附 1 巻　　　　　　　	 W281.03-47
　江戸　須原屋茂兵衛　嘉永元（1848）4 冊　半紙半　和

嘉永武鑑　3 巻附 1 巻　　　　　　　　　	 W281.03-48
　江戸　須原屋茂兵衛　嘉永 3（1850）4 冊　半紙半　和

嘉永武鑑　3 巻附 2 巻　　　　　　　　	 W281.03-49
　江戸　出雲寺万次郎　嘉永 4（1851）5 冊　半紙半　和

有司武鑑　1 巻　　　　　　　　　　　　	 W281.03-50
　江戸　出雲寺万次郎　嘉永 5（1852）1 冊　半紙半　和

安政武鑑　4 巻　　　　　　　　　　	 W281.03-51
　江戸　須原屋茂兵衛　安政 3（1856）4 冊　半紙半　和

安政武鑑　3 巻附 1 巻　　　　　　　	 W281.03-52
　江戸　出雲寺万次郎　安政 4（1857）4 冊　半紙半　和

安政武鑑　巻 2,3　　　　　　　　　	 W281.03-53
　刊　2 冊　半紙半　和

安政武鑑　巻 3　　　　　　　　　　	 W281.03-54
　刊　1 冊　半紙半　和（御日記方旧蔵）

大成武鑑　3 巻附 1 巻　　　　　　　　	 W281.03-55
　江戸　出雲寺万次郎　万延元（1860）5 冊　半紙半　和

文久武鑑　4 巻　　　　　　　　　　　	 W281.03-56
　江戸　須原屋茂兵衛　文久 2（1862）4 冊　半紙半　和

袖玉武鑑　1 巻　　　　　　　　　　　	 W281.03-57
　江戸　須原屋茂兵衛　文久 2（1862）1 冊　構小　和

元治武鑑　3 巻　　　　　　　　　　　	 W281.03-58
　江戸　須原屋茂兵衛　元治元（1864）3 冊　半紙半　和

御触下御類役留　明治元年　　　　	 W281.03-59
　〔弘前藩〕御留守居方（京都）
　明治元（1868）写　1 冊　横帳　和
　合綴：出火場所明細記（安政 5 年）

藩銘録　荒木氏編　　　　　　　　　	 W281.03-60
　東京　明治 2（1869）1 冊　横小　和

藩名録　　　　　　　　　　　　　　	 W281.03-61
　東京　刊　1 冊　横小　和

列藩一覧　　　　　　　　　　　　　	 W281.03-62
　東京　須原屋茂兵衛　明治 3（1870）1 冊　横小　和
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　　　　◇　職員録

維新公武有司集　　　　　　　　　	 W281.03-63
　東京　出雲寺万次郎〔明治元〕（1868）1 冊　半紙半　和

（維新）公武有司集　　　　　　　　　W281.03-64
　東京　出雲寺万次郎〔明治 2〕（1869）1 冊　半紙半　和

　　　　◇　肖像集

〔前古肖像〕第 3　　　　　　　　　　	 W281.03-65
　刊　1 冊　半紙倍　和

　　　　　　282　アジア（叢伝）

晏氏春秋　4 巻〔（周）晏嬰〕　　　　　　	 W282-1
　元文元（1736）5 冊　美濃　和

（標題徐状元補注）蒙求　巻下　　　　　　　	 W282-2
　（五代）李翰撰（宋）徐子光補註　岡白駒箋註
　京都　寛政 4（1792）1 冊　美濃　和

（標題徐状元補注）箋註蒙求校本　3 巻　　	 W282-3
　（五代）李翰撰（宋）徐子光補註　岡白駒箋註
　大阪　文陽堂　明治 16（1883）3 冊　美濃　和

（標題徐状元補注）箋註蒙求校本　3 巻　　	 W282-4
　（五代）李翰撰　岡白駒箋註
　佐々木向陽（玷）標疏
　大阪　岡島宝玉堂　明治 16（1883）3 冊　美濃半　和

補註蒙求国字解　巻 4 〜 6　田興甫註解　	 W282-5
　京都　八幡屋勘三郎　安永 7（1778）3 冊　半紙　和

蒙求書抜（国字）　　　　　　　　　　　	 W282-6

　写　1 冊　半紙　和

宋名臣言行録　前集 10 巻　後集 14 巻　　	 W282-7
　（宋）朱熹編
　京都　風月荘　寛文 7（1667）6 冊　美濃　和

（刪定標註）純正蒙求校本　3 巻　　　　　　	 W282-8
　（元）胡炳文選　村上義友標註
　大阪　嵩山堂　明治 15（1882）3 冊　半紙　和

新編排韻増広事類氏族大全　10 巻補 1 巻　	 W282-9
　（明）張溥校
　日本刊　11 冊　美濃　和
　副題：排韻古今氏族　排韻氏族大全

史姓韻編　24 巻（清）汪輝祖編　　　　	 W282-10
　上海　文瀾書局　清光緒 29（1903）（石印）8 冊
　美濃　唐

漢土諸家人物誌　3 巻　鎌田禎校　　　	 W282-11
　寛政 12（1800）2 冊　半紙半　和

漢土諸家人物誌　中巻〔鎌田禎校〕	 W282-11 イ
　刊　1 冊　半紙半　和

唐末八家叢話　2 巻　増田貢　　　　　　	 W282-12
　東京　吉川半七　明治 26（1893）2 冊　美濃　和

　　　　　　288　系譜　家伝

新撰姓氏録　万多親王等撰　　　　　　　	 W288-1
　〔橋本〕稲彦校
　大阪　文化州 807）4 冊　美濃　和

姓序考　細井貞雄　　　　　　　　　　	 W288-2

　文化 11（1814）序刊　1 冊　美濃　和

　　　　　　◇

鎌倉将軍家譜　林道春（信勝）　　　　　	 W288-3
　刊　1 冊　美濃　和

豊臣秀吉譜　3 巻（中下巻欠）〔林信勝〕　	 W288-4
　刊　1 冊　美濃　和

藩翰譜　  〔新井君美〕　　　　　　　　　	 W288-5
　写　17 冊　半紙　和

藩翰譜　新井君美著　大槻如電（修二）校	 W288-6
　東京　吉川半七　明治 27,28（1894,95）6 冊　半紙　和

（改正増補）諸家知譜拙記　巻 1　　　　　　	 W288-7
　速水房常校
　延享 2（1745）1 冊　美濃　和

（改正増補）諸家知譜拙記　5 巻　　　	 W288-8
　速水常房校
　京都　出雲寺泉掾　宝暦 4（1754）5 冊　美濃　和

本朝武家評林大系図　5 巻　　　　　　　　	 W288-9
　刊　5 冊　美濃　和

本朝武家評林大系図　5 巻　　　　　　　　	 W288-10
　刊　1 冊　美濃　和

　　　　◇

三河物語　3 巻　大久保彦左衛門（忠教）　	 W288-11
　東京　富山房　明治 31（1898）3 冊　半紙　和
　（文科大学史誌叢書）
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御枝之記　　　　　　　　　　　　　　　	 W288-12
　文化刊　1 帖　小　折本

四家系図　　　　　　　　　　　　　　　	 W288-13
　写　1 冊　半紙　和

下条由来記　佐々木喜菴　　　　　　　	 W288-14
　写　1 冊　半紙　和

楠氏考　川田剛　　　　　　　　　　　　	 W288-15
　東京　吉川半七　明治 16（1883）1 冊　半紙　和

田原族譜　山士家左俜編　　　　　　　	 W288-16
　栃木県　東明会　明治 16（1883）1 冊　半紙　和

紅屋翁媼（紅屋三翁・紅屋二媼）　　　	 W288-17
　塚本源三郎
　滋賀県　著者　昭和 10　2 冊　美濃　和

　　　　　　　288.4　皇室

聖世紹胤録　2 巻　東条信耕　　　　　	 W288.4-1
　東京　青松軒　明治 3（1870）2 冊　美濃　和

纂輯御系図　横山由清　黒川真頼共編　	 W288.4-2
　東京　松成堂　大正 6（1917）（明治 11 初版本影印）
　1 冊　美濃　和

（旧典類纂）皇位継承篇　10 巻附 1 巻　　	 W288.4-3
　横山由清　黒川真頼共編
　東京　松成堂　大正6（1917）（明治11初版本影印）
　3冊　美濃　和

〔旧典類纂〕皇位継承篇補遺　1 巻　　　　	 W288.4-4

　福羽美静編
　東京　松成堂　大正 6（1917）（影印）1 冊　美濃　和

神号皇諡巻　　　　　　　　　　　　　	 W288.4-5
　明治刊　1 冊　美濃半　和

古史年歴編略　　　　　　　　　　　　	 W288.4-6
　明治刊　1 帖　小　折本

歴朝聖訓　高橋竜雄　　　　　　　　　	 W288.4-7
　東京　同文館　明治 33（1900）1 冊　半紙　和

神功皇后御伝記　2 巻　矢野玄道　　　	 W288.4-8
　安政 5（1858）2 冊　美濃　和

神功皇后御伝記　矢野玄道　　	 W288.4-8 イ
　安政 5（1858）2 冊　美濃　和

順徳天皇を仰ぎ奉る　平泉澄　　　　	 W288.4-9
　東京　建武義会　昭和 17　1 冊　半紙　和

聖徳余聞　三省堂編　　　　　　　　	 W288.4-10
　東京　編者　明治 39（1906）1 冊　美濃　和

　　　　◇

前王廟陵記　松下見林（慶摂）　　　	 W288.4-11
　大阪　毛利田庄太郎　元禄 11（1698）2 冊　美濃　和

山陵志　2 巻　蒲生君平（秀実）　　　	 W288.4-12
　刊　1 冊　美濃　和

山陵志　蒲生君平（秀実）　　	 W288.4-12 イ
　刊　1 冊　美濃　和

聖蹟図志　津久井清影　　　　　　　	 W288.4-13
　嘉永 7（1854）序刊（銅版）2 帖　半紙　和
　詫：平塚瓢斎（茂喬）後に津久井清影と称す

（首註）陵墓一隅抄　津久井清影　　　　	 W288.4-14
　明治刊（銅版）1 冊　美濃半　和

　　　　　　288.9　徽章　国旗

旛霊伝　　　　　　　　　　　　　	 　W288.9-1
　嘉永 4（1851）写　1 冊　美濃　和

　　　　　　289　個人の伝記

　　　　◇　日本人

安積重信
　安積艮斎詳伝　石井研堂（民司）　　　	 W289-1
　東京　東京堂　大正 5（1916）1 冊　半紙　和

浅田惟常
　浅田宗伯翁伝　3 巻　赤沼金三郎　　　	 W289-2
　東京　寿盛堂　明治 28（1895）1 冊　半紙　和

荒木博臣
　白縫荒木君寿蔵碑　三島毅撰　股野琢書　	 W289-3
　大正刊　1 帖　美濃　折本

新井君美
　折たく柴　新井君美　　　　　　　	 　W289-4
　写　4 冊　美濃　和

有吉忠良
　追懐録　有吉忠一編　　　　　　　　	 W289-5
　東京　編者　大正 8（1919）1 冊　半紙　和
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井上馨
　井上伯伝　7 巻　附 2 巻　中原邦平編　	 W289-6
　東京　編者　明治 40（1907）9 冊　半紙　和

威奈大村
　小納言正五位下威奈卿墓誌銘并序　　	 W289-7
　刊（拓）1 帖　小　折本

臼井亘理
　（旧秋月藩用役）臼井亘理遭難遺蹟　　　　	 W289-8
　江島茂逸編
　福岡県　渡辺耕鋤　明治 40（1907）1 冊　半紙　和

雲渓
　野聖桃水　宮崎安右衛門　　　　　　　	 W289-9
　京都　丁子屋書店　大正 10（1921）1 冊　半紙　和

小幡景憲
　小畠景憲記　　　　　　	 W289-10
　写　1 冊　美濃　和

大石良雄
　〔大石内蔵助書状〕（恵光・良雪・神護守宛）	 W289-11
　刊（赤穂正福禅寺所蔵による模刻）5 枚　一枚物

大江匡房
　大江匡房卿伝　近藤芳樹　　　　　　	 W081-3
　明治 23（1890）1 冊（長周叢書第 1 冊）

加藤弘之
　加藤弘之自叙伝　附金婚式記事概略・追遠碑建設始末　
　加藤弘之著　加藤弘之先生八十歳祝賀会編	 W289-12
　　東京　編者　大正 4（1915）1 冊　半紙　和

海江田信義
　（維新前後）実歴史伝　10 巻　　　　　　　	W289-13
　海江田信義述　西河称編
　東京　牧野善兵衛　明治 25（1892）10 冊　半紙　和

木曽源太郎
　尊王実記　馬場文英編　　　　　　　	 W289-14
　愛知県　金田治平　明治 30（1897）1 冊　半紙　和

吉川元春
　吉川元春卿伝　吉川家　　　　　　　	 W081-3
　明治 24（1891）（長周叢書第 8 冊ノ内）

吉備真吉備
　右大臣古備公伝纂釈　2 巻首 1 巻　　　	 W289-15
　重野安繹
　岡山県　吉備公保廟会　明治 35（1902）3 冊　半紙　和

小早川隆景
　小早川隆景卿伝　青山延光　　　　　	 W081-3
　明治 24（1891）（長周叢書第 8 冊ノ内）

　小早川隆景卿伝　塩谷世弘　　　　　　　　　	W081-3
　明治 24（1891）（長周叢書第 8 冊ノ内）

小林良典
　贈正四位小林良典翁逸事并近衛経忠公事蹟　W289-16
　　昭和 2 写　1 冊　美濃　和

児島高徳
　児島高徳朝臣墳墓考　阿久津盛為編　	 W289-17
　明治 14（1881）1 冊　半紙半　和
　合綴：月名考（秋山和光）明治教史（11年第1）鎌倉宮

御伝記鈔

近衛経忠
　贈正四位小林良典翁逸事并近衛経忠公事蹟　	W289-16
　昭和 2　写　1 冊　美濃　和

近衛直麿
　近衛直麿追悼録　室淳編　　　　　　	 W289-18
　東京　編者　昭和 8　1 冊　美濃　和

真田幸弘
　日くらし硯　　　　　　　　　　　　　	 W289-19
　慶応 4（1868）写　1 冊　美濃　和

菅原道真
　太宰府天満宮故実　2 巻　貝原篤信　	 W289-20
　嘉永 5（1852）（木活）1 冊　半紙　和

曽根吉正
　（佐渡奉行）曽根吉正略伝（順徳院天皇御陵修理ノ件）
　　	 W289-21
　大正 14（1925）写（笹原助）1 冊　美濃　和

田中光顕
　田中青山伯年譜　田中光顕伯慰労会編　	 W289-22
　東京　編者　昭和 4　1 冊　美濃半　和

高山彦九郎（正之）
　高山操志　2 巻　金井少史（之恭）編　	 W289-23
　東京　和泉屋金右衛門　明治 3（1870）2 冊　半紙　和

武田信玄
　甲陽軍艦　巻 2　〔高坂昌信〕　　　　	 W289-24
　刊　1 冊　美濃　和

武田斐
　竹塘武田先生伝　附詩鈔　水野行敏編　	 W289-25
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　東京　編者　明治 30（1897）1 冊　半紙　和

橘守部
　橘の昔語　上巻　橘浜子　　　　　　	 W289-26
　明治 6（1873）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

徳川家康
　駿河土産　5 巻　〔大道寺友山〕（重祐）	 W289-27
　写　1 冊　半紙　和

徳川家斉
　文恭公実録　巻上〔五弓文久〕　　　	 W289-28
　写　1 冊　美濃　和

徳川吉宗
　明君徳光録　15 巻（巻 13 〜 15 欠）　　	 W289-29
　写　4 冊　半紙　和

徳川光圀
　西山遺事		  〔安積覚〕等著　　　　　　	 W289-30
　三木之幹等編
　写　1 冊　半紙　和

　水戸義公行実　安積覚　　　　　　　	 W289-31
　写　1 冊　美濃　和

　義公黄門仁徳録　30 巻　　　　　　　	 W289-32
　写　6 冊　半紙　和
　別題：水戸黄門仁徳録

徳川斉昭
　水戸烈公行実　会沢安等編　　　　　	 W289-33
　明治刊　1 冊　仮洋　菊

長沼宗敬

　先師澹斎長沼君行状集成定本　中山和清 W289-34
　写　1 冊　美濃　和
　対談：澹斎先生詳伝

藤原秀郷
　秀郷事実考　野中準　　　　　　　　	 W289-35
　東京　千鐘房　明治 17（1884）川　半紙　和

前田利長
　端竜公世家　永山近彰　　　　　　　　	 W289-36
　東京　著者　大正 3（1914）1 冊　美濃　和

松平直政
　松平高真公伝　松平直亮　　　　　　　	 W289-37
　東京　著者　明治 36（1903）1 冊　半紙　和

三浦寛樹
　寛樹片影　中鳥真雄編　　　　　　　	 W289-38
　神奈川県　編者　昭和 7　1 冊　美濃　和

源義経
　〔腰越状〕元暦 2 年　源義経　　　　　	 W289-39
　鎌倉　万福寺　文政 3（1820）1 冊　半紙　仮綴

頓岡美麻
　鍾情集　2 巻　頓岡良弼編　　　　　　	 W289-40
　東京　編者　明治 37（1904）2 冊　半紙　和

毛利輝元
　天樹公略譜　滝弥八　　　　　　　　　	 W081-3
　明治 24（1891）（長周叢書第 10 冊ノ内）

毛利敬親
　忠正公略伝　　　　　　　　　　　　　	 W081-3
　明治 24（1891）1 冊（長周叢書第 7 冊）

毛利元就
　洞春公略譜　滝弥八　　　　　　　　	 W081-3
　明治 24（1891）（長周叢書第 10 冊ノ内）

毛利秀就
　大照公略譜　滝弥八　　　　　　　　	 W081-3
　明治 24（1891）（長周叢書第 10 冊ノ内）

毛利隆元
　毛利隆元卿伝　山県大華（禎）　　　　	 W081-3
　明治 24（1891）（長洲叢書第 8 冊ノ内）

　毛利隆元卿伝　吉田松陰（矩方）　　　	 W081-3
　明治 24（1891）（長周叢書第 8 冊ノ内）

　常栄公略譜　　　　　　　　　　　　　	 W081-3
　明治 24（1891）（長周叢書第 8 冊ノ内）

本居宣長
　鈴屋翁略年譜　伴信友　　　　　　　　	 W289-41
　文政 12（1829）1 冊　美濃　和

矢口正浩
　矢口謙斎伝　附鶯渓唱和集　　　　　	 W289-42
　内田周平
　東京　谷門精舎　昭和 7　1 冊　半紙　和

柳沢吉保
　松陰日記　4 巻（巻 2 欠）　　　　　　　	 W289-43
　写　3 冊　美濃　和

山鹿高祐
　山鹿誌　素行会編　　　　　　　　　	 W289-44
　写　1 冊　半紙　和
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山田原欽
　山田原欽先生事蹟　村田春信　　　　	 W081-3
　明治 23（1890）1 冊（長周叢書第 2 冊）

横井忠直
　孔昭集　横井忠吉編　　　　　　　　	 W289-45
　大正 7（1918）1 冊　半紙　和

吉川惟足
　吉川惟足大人行状　羽倉敬尚編　　　	 W289-46
　東京　照国会　昭和 11　1 冊　半紙　和

渡辺定静
　（渡辺崋山）忠孝血涙譚　渡辺知三郎編　	 W289-47
　東京　東陽堂　明治 25（1892）1 冊　半紙　和

　　　　◇　中国人

医家仲景考　平田篤胤　　　　　　　　	 W289-48
　文政 10（1827）1 冊　美濃　和

韓琦
　忠献韓魏公別録				（宋）王巌叟　　　　	 W289-49
　文政 9（1826）1 冊　美濃　和

鄭成功
　鄭将軍成功伝（善庵随筆附録）   朝川鼎	 W289-50
　江戸　玉巌堂　嘉永 3（1850）1 冊　美濃　和

　　　　　　290　地誌　紀行

増補華夷通商考　5 巻　〔西川忠英〕　　	 W290-1
　写　1 冊　美濃　和

（異人）赤人問答書　　　　　　　　　　　　	 W290-2
　写　1 冊　美濃　仮綴

三国通覧図説　林子平（友直）　　　　　	 W290-3
　写　1 冊　半紙　和

三国通覧補遺　　　　　　　　　　　　　	 W290-4
　写　冊　半紙　和

坤輿図識　5 巻　補 4 巻　箕作省吾（寛）　	 W290-5
　江戸　和泉屋善兵衛　弘化 4（1847）7 冊　美濃　和

坤輿図識　5 巻　箕作省吾（寛）　　　　　	 W290-6
　嘉永元（1848）写　3 冊　半紙　和

（格爾屯氏）万国図誌　巻 1,2　　　　　　　	 W290-7
　手塚律蔵（瀬脇寿人）佐波銀次郎共訳
　江戸　駿台楼　文久 2（1862）1 冊　美濃　和
　（御日記方旧蔵）

（西洋紀行）航海新説　2 巻　中井桜州（貞）　	 W290-8
　東京　椀屋喜兵衛　明治 3（1870）2 冊　半紙　和

輿地誌略　3 巻　二編 4 巻　三編 2 巻　　　	 W290-9
　四編上中　内田正雄編
　明治 7,10（1874,77）11 冊　美濃　和

日本軍艦土耳其行紀事　野田正太郎　　	 W290-10
　写　1 冊　美濃半　和

新体世界旅行地誌　塙鍵蔵編　　　　　	 W290-11
　東京　松栄堂書店　明治 32（1899）1 冊　半紙　和

　　　　　　　291　日本

（増補）日本鹿子　14 巻　目 1 巻　　　　　	 W291-1
　（巻 1,5,6,11,12 欠）磯貝舟也
　江戸　田方屋伊右衛門　元禄 11（1698）8 冊　半紙半　和

東遊記　5 巻（巻 1 欠）後篇 5 巻　　　　　	 W291-2
　〔橘〕南谿（宮川春輝）
　寛政 7,9（1795,97）9 冊　半紙　和

（諸国奇談）東遊記後篇　5 巻　　　　　　　　	 W291-3
　〔橘〕南谿（宮川春輝）
　寛政 9（1797）5 冊　半紙　和

東藻会彙簒略　3 巻　荻野信敏編　　　　	 W291-4
　江戸　須原屋市兵衛　安永 8（1779）1 冊　半紙半　和
　題簽：増補地名箋

（雅俗通用）本朝勝既記　2 巻　　　　　　　　	 W291-5
　秋里篠島（舜福）
　大阪　文金書堂　支化 11（1814）2 冊　美濃半　和

諸国名義考　斎藤彦麿　　　　　　　　　	 W291-6
　江戸　万笈堂　文化 6（1809）2 冊　美濃　和

増補地名便覧（日本地名便覧）　　　　　	 W291-7
　天保 9（1838）1 冊　横小　和

皇国郡名志　桂華園編　　　　　　　　	 W291-8
　東京　万笈閤　明治 4（1871）2 冊　美濃半　和

国郡読例　秋山光条（小次郎）　　　　　	 W291-9
　明治 4（1871）1 冊　横小　和

国郡名正訓　　　　　　　　　　　　　　	 W291-10
　明治 5（1872）1 冊　半紙　和
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日本地理撮要　大橋操吉編　　　　　　	 W291-11
　東京　明治 5（1872）2 冊　半紙　和

皇国地名字類　福岡欽崇編　　　　　　	 W291-12
　名古屋　明治 8（1875）1 冊　美濃半　和

（開化）諸国道中記　北尾卯三郎編　　　	 W291-13
　明治 11（1878）1 冊　横小　和

道中ひとり案内記　　　　　　　　　　	 W291-14
　刊　1 帖　小　折本
　註： 大阪より西国・四国名所旧跡めぐり案内

絵入道中記　　　　　　　　　　　　　	 W291-15
　写　1 冊　美濃半　和
　註：秋田より江戸浅草まで

西巡私記　　　　　　　　　　　　　　	 W291-16
　写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

　　　　◇

古版地誌解題　和田万吉編　　　　　	 W291-17
　東京　和田維四郎　大正 5（1916）1 冊　半紙　和

　　　　◇

徳川時代大日本明細全図　高田可恒編　	 W291-18
　鶴岡　東京学社鶴岡出張部　昭和 5　1 帖　折本

　　　　　　291.1　北海道　（樺太→ 292.99）

蝦夷志　1 巻　新井白石（君美）　　　	 W291.1-1
　文久 2（1862）1 冊　美濃　和

蝦夷行程記　下巻　阿部喜任編　　　	 W291.1-2
　松浦弘校
　江戸　播磨屋勝五郎　安政3（1856）1冊　半紙半　和

越州考　井上頼圀　　　　　　　　　	 W291.1-3
　東京　明治刊　1 冊　美濃　和

　　　　　　291.2　東北地方

奥羽観蹟聞老志　佐久問義和　　　　	 W291.2-1
　仙台　宮城県蔵版　明治 16（1883）20 冊　半紙　和

巌手県管内図　田代俊二編　　　　　　	 W291.2-2
　東京　広瀬菊之助　明治 10（1877）1 舗　半紙　畳物

松島図誌　鼓缶子（桜田質）著　東沢図	 W291.2-3
　仙台　伊勢屋半右衛門　文政4（1821）1冊　半紙　和

松島図誌　鼓缶子（桜田質）著　東沢図　	 W291.2-3 イ
　仙台　伊勢屋半右衛門　文政4（1821）1冊　半紙　和

　　　　　　291.3　関東地方

常陸風土記　西野宣明校　　　　　　	 W291.3-1
　天保 10（1839）1 冊　美濃　和
　別題：常陸国風土記

日光山諸所案内手引草　　　　　　　	 W291.3-2
　日光　遠藤喜六　文政 5（1822）1 帖　小　折本

下野国誌　12 巻　越智（河野）守弘　　	 W291.3-3
　嘉永 3（1850）4 冊　美濃　和

江戸繁昌記　第 1 〜 5 編　　　　　　　　	 W291.3-4
　静軒居士（寺門良）

　天保 3 〜 7（1832 〜 36）5 冊　半紙　和

東都四時の遊　　　　　　　　　　　　	 W291.3-5
　写　1 冊　半紙　和

東都開化繁昌誌　初編 2 巻　萩原乙彦　	 W291.3-6
　東京　万青堂　明治 7（1874）2 冊　半紙　和

東都近郊図　仲田惟善　　　　　　　	 W291.3-7
　文政 13（1830）1 舗　畳物

〔江戸切絵図〕　景山致恭等図　　　　	 W291.3-8
　江戸　尾張屋清七　嘉永2〜7（1849〜54）26舗　畳物
　内容：
　〔第 1〕築地八丁堀日本橋南之図（景山致恭）（嘉永 2）
　〔第 2〕大名小路神田橋内桜田之図（景山致恭）（嘉永 2）
　〔第 3〕外桜田永田町絵図（景山致恭）（嘉永 3）
　〔第 4〕神田浜町日本橋北之図（景山致恭）（嘉永 3）
　〔第 5〕飯田町駿河台小川町絵図（景山致恭）（嘉永 3）
　〔第 6〕赤坂絵図（景山致恭）（嘉永 3）
　〔第 7〕芝高輪辺絵図（景山致恭）（嘉永 3）
　〔第 8〕芝愛宕下絵図（景山致恭）（嘉永 3）
　〔第 9〕番町絵図（景山致恭）（嘉永 3）
　〔第 10〕四ツ谷絵図（戸松昌訓訂正）（嘉永 3）
　〔第 11〕市ケ谷牛込絵図（戸松昌訓）（嘉永 4）
　〔第 12〕東都下谷絵図（戸松昌訓）（嘉永 4）
　〔第 13〕東都麻布之絵図（戸松昌訓）（嘉永 4）
　〔第 14〕小日向絵図（戸松昌訓）（嘉永 5）
　〔第 15〕本所絵図（戸松昌訓）（嘉永 5）
　〔第 16〕本所深川絵図（戸松昌訓）（嘉永 5）
　〔第 17〕雑司ケ谷音羽絵図（戸松昌訓訂正）（嘉永 6）
　〔第 18〕本郷湯島絵図（戸松昌訓）（嘉永 6）
　〔第 19〕青山渋谷絵図（戸松昌訓）（嘉永 6）
　〔第 20〕今戸箕輪浅草絵図（戸松昌訓）（嘉永 6）
　〔第 21〕東都浅草絵図（井山能知）（嘉永 6）
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　〔第 22〕東都駒込辺絵図（戸松昌訓）（嘉永 7）
　〔第 23〕東都小石川絵図（戸松昌訓）（嘉永 7）
　〔第 24〕巣鴨絵図（戸松昌訓）（嘉永 7）
　〔第 25〕大久保絵図（戸松昌訓）（嘉永 7）
　〔第 26〕目黒白金辺図（戸松昌訓）（嘉永 7）

分間江戸大絵図　森楓斎校　　　　　	 W291.3-9
　江戸　須原屋茂兵衛　万延元（1860）1舗　半紙倍
　畳物

　　　　　　291.5　東山東海地方

岐蘇路安見絵図　　　　　　　　　　　	 W291.5-1
　宝暦（1756）1 冊　半紙半　和

賎獄戦場図会　　　　　	 W219.5-2
　小田桐春江（忠利）
　名古屋　文華堂　万延元（1860）5 冊　半紙　和

　　　　　　291.6　近畿地方

都名所図絵　6 巻　拾遺 4 巻　　　　　　	 W291.6-1
　秋里籬島（舜福）
　東京　昌文館書店　大正 4（1915）6 冊　半紙　和

京都順覧記　池田東籬亭（正韶）　　　	 W291.6-2
　京都　竹原好兵衛　天保 2（1831）3 冊　美濃半　和

京都順覧記　	 W291.6-2 イ
　天保刊　1 冊　半紙半　和

（文久改正）新増細見京絵図大全　　　　　	 W291.6-3
　京都　竹原好兵衛　文久 3（1863）1 冊　半紙　畳物

京都市街新図・京都疏水名所図　　　	 W291.6-4

　片岡賢三編
　京都　風月堂　明治 23（1890）1 舗　美濃半　畳物

浪速の賑ひ　第三篇　　　　　　　　	 W291.6-5
　暁晴翁（木村明啓）編
　安政 2（1855）1 冊　半紙半　和

万寿大阪細見図　積典堂蔵版　　　　	 W291.6-6
　大阪　伊丹屋善兵衛　文久3（1863）1冊　美濃半
　畳物

熊野遊記				〔鈴木〕北圃（恭）著　　　　　	 W291.6-7
　鈴木芙蓉（雍）画
　江戸　須原屋茂兵衛　寛政 13（1801）1 冊　美濃　和
　別題：熊野遊記名勝図画

　　　　　　291.7　中国地方

長門国誌			 （明）陳元贇　　　　　　　　	 W081-3
　明治 24（1891）（長周叢書第 5 冊ノ内）

　　　　　　291.9　九州地方

（大日本）九州九ヶ国之図　文松堂編　　	 W291.9-1
　長崎　編者　文化 10（1813）1 舗　美濃半　畳物

恰土志摩郡地理全誌　　　　　　　　　	 W291.9-2
　（福岡県地理全誌抜萃）東京糸島会編
　東京　編者　大正 2（1913）1 冊　半紙　和

肥州長崎図　文錦堂編　　　　　　　	 W292.9-3
　長崎　編者　文化 10（1813）1 舗　畳物

　　　　　　292.1　朝鮮

四海図　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W292.1-1
　写（朝鮮哲宗年間）1 冊　美濃　唐

朝鮮地誌　阪根達郎　　　　　　　　　　	 W292.1-2
　大阪　著者　明治 13（1880）1 冊　半紙　和

　　　　　　292.2　中国

魯西亜国使聘支那行程記　　　　　　	 W292.2-1
　写　1 冊　半紙　和

鴻雪因縁図記　第 1 〜 3 集（清）麟慶　	 W292.2-2
　上海　申報館申昌書画室　清光緒10（1884）6冊
　美濃半　唐

莫愁湖誌　6 巻（清）馬士図編　　　	 　W292.2-3
　清光緒 8（1882）2 冊　美濃　唐

続修曲阜県誌　8 巻　　　　　　　　　　　	 W292.2-4
　（民国）孔昭曽等編
　民国 23（1934）8 冊　美濃　唐

　　　　　　292.99　樺太

（東西蝦夷）山川地理取調図　　　　　　	 W291.99-1
　26 巻（巻 6 欠）首尾各 1 巻　松浦竹四郎（弘）
　安政 7（1860）跋刊　27 舗　半紙半　畳物（稽古館旧蔵）

　　　　　　299　漂流記

難船集記（難船帰国物語）　　　　　　　　	 W299-1
　文化元（1804）1 冊　半紙　和
　内容：遠州新居難船記（無人島帰国物語）尾州大野難

船記（天竺波丹物語）志州鳥羽難船記　播州高砂通船記
（徳兵衛渡天記）
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（嘉永増補）西洋ハタアシヤ漂流記　　　　　	 W299-2
　森島甫粲（桂川中良）筒井武右衛門（定繁）増補
　嘉永 3（1850）（筒井定繁）1 冊　美濃　和

奇観録　桂川甫周（国端）　　　　　　　　	 W299-3
　写　1 冊　美濃　和

奇観録　桂川国端　　　　　　　　　　　	 W299-4
　写　1 冊　半紙　和

漂客奇談　吉田文次（正誉）　　　　　　	 W299-5
　写　1 冊　半紙　和

日本漂流譚　第 1,2　石井民司編　　　　	 W299-6
　東京　学齢館　明治 25,26（1892,93）2 冊　半紙　和

300　社会科学

　　　　　　302　政治　経済　文化諸事情

海外視察記（明治 4 年）　　　　　　　　	 W302-1
　写　1 冊　美濃　和

　　　　　　　310　政治

政談　4 巻　荻生茂卿（双松）　　　　　　	 W310-1
　写　冊　半紙　和

経済録　10 巻　太宰鈍　　　　　　　　	 W310-2
　文化 7（1810）写　5 冊　半紙　和

経済録　10 巻　太宰純　　　　　　　　　	 W310-3
　写　5 冊　半紙　和

松平越中守様被仰出書・植崎九八郎存寄書	 W310-4
　（天明 7 年）　　　　　　　　　　　　　	
　写　1 冊　半紙　和

今書　蒲生君平（秀実）　　　　　　　　	 W310-5
　江戸　播磨屋勝五郎　文久 3（1863）2 冊　美濃　和

新策　6 巻　頼山陽（襄）　　　　　　　　	 W310-6
　京都　安政 2（1855）5 冊　美濃　和

通議　巻 2　頼襄　　　　　　　　　　　	 W310-7
　刊　1 冊　美濃　和

夢物語　高野長英　　　　　　　　　　　	 W310-8
　写　1 冊　半紙　仮和

こころのあと　藤田誠之進（彪）　　　　	 W310-9

　東京　藤田健　明治24（1891）（石印）1冊　美濃　和

（奥御儒者）成島邦之助上書之写　　　　　	 W310-10
　（天保 12 年）成島司直
　天保 13（1842）写　1 冊　半紙　和

海防備論（安政 6 年）   藤森大雅　　　　	 W310-11
　文久元（1861）写　1 冊　半紙　和

恐惶神論　〔藤森大雅〕　　　　　　　　	 W310-12
　写　1 冊　半紙　和（稽古館旧蔵）

恐惶神論　〔藤森大雅〕　　　　　　　　	 W310-13
　写　1 冊　半紙　和

校正恐惶神論　2 巻　　　　　　　　　	 W310-14
　写　2 冊　半紙　和

校正続恐惶神論　　　　　　　　　　	 W310-15
　写　1 冊　半紙　和

続恐惶神論　　　　　　　　　　　　　	 W310-16
　写　1 冊　半紙　和

新論　2 巻　会沢恒蔵（安）　　　　　　	 W310-17
　江戸　山城屋佐兵衛　安政 4（1857）2 冊　美濃　和

新論　2 巻　会沢恒蔵（安）　　　　　	 W310-17 イ
　江戸　山城屋佐兵衛　安政 4（1857）2 冊　美濃　和

建言集成（稿）明治 2 〜 8 年　　　　　　	 W310-18
　下沢保躬編
　写　7 冊　半紙　和

松岡時俊・和田正道封建制度ニ関スル議論	 　W310-19
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　　明治写　1 冊　美濃　和

内田海江田二公建白之表　明治 8 年　　	 W310-20
　内田政風　海江田信義
　写　1 冊　半紙　和
　註：元老院議員宛

牧民要語　　　　　　　　　　　　　	 W310-21
　明治 7（1874）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

民権講義略解　2 巻　菊池鈍　　　　　	 W310-22
　京都　田中治兵衛　明治 8（1875）2 冊　半紙　和

（校定）王法論　鳥尾小弥太　　　　　　　	 W310-23
　東京　千鐘房　明治 16（883）1 冊　半紙　和

　　　　　　◇

唐陸宣公集　22 巻（唐）陸贄著　　　　	 W310-24
　（唐）権徳輿編
　明万暦 9（1581）跋刊　4 冊　美濃　唐
　副題：陸宣公奏議

宋李忠定公奏議選			（宋）李綱著　　　　	 W310-25
　頼㐮編
　江戸　玉山堂　安政 4（1857）1 冊　半紙　和

　　　　　　317　行政

大蔵省規則　　　　　　　　　　　　　　	 W317-1
　明治 5（1872）写　1 冊　半紙半　和

　　　　　　318　地方自治

町村地図調製式及更正手続　　　　　　	 W318-1

　〔大蔵省編〕
　東京　編者　明治刊　1 冊　美濃　和

（本邦現行）法令掲要　巻上甲乙下甲　　	 W320.9-1
　阪根正夫編
　明治 15,16（1882,83）3 冊　半紙　和

　　　　　　321　法律学　法哲学

万法精理　22 巻（仏）孟徳斯鳩著　　　	 W321-1
　何礼之訳
　東京　訳者　明治 8（1875）11 冊　半紙　和

立法論綱　巻 1 〜 4（英）ベンサム著　　　	 W321-2
　島田三郎訳
　東京　須原量坪　明治 11（1878）4 冊　半紙　和

法学通論　第 2 巻　穂積先生口述　　　	 　W321-3
　八木橋文三郎記
　明治 18（1885）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　322.1　日本法制史

職原抄　2 巻〔北畠親房〕　　　　　　　	 W322.1-1
　江戸　須原屋伊八　延宝 7（1679）2 冊　美濃　和
　（稽古館旧蔵）

職原抄　23 巻　北畠親房著　壷井義知註　	 W312.1-2
　写　7 冊　美濃　和（星野素閑（尚賢）旧蔵）

職原抄支流　5 巻　　　　　　　　　　　　	 W322.1-3
　江戸　田中理兵衛　天和 3（1683）2 冊　半紙半　和

職原抄支流　5 巻　　　　　　　　　　　　	 W322.1-4
　大阪　河内屋源七郎　刊　1 冊　半紙半　和

（掌中）職原擥要　速水房常鈔　　　　　	 W322.1-5
　京都　文化 9（1812）1 冊　小　和

本朝官制沿革図考　6 巻　伊藤長胤　　	 W322.1-6
　写　1 冊　美濃　和

官職通解　千葉玄之編　　　　　　　	 W322.1-7
　江戸　万笈堂　文政 9（1826）1 冊　半紙　和

冠位通考　石原正明　　　　　　　　	 W322.1-8
　名古屋　東壁堂　文化 2（1805）1 冊　美濃　和

本邦百官　　　　　　　　　　　　　　	 W322.1-9
　写　1 冊　美濃半　和

日本制度通　　　　　　　　　　　　	 W322.1-10
　萩野由之　小中村義象共著
　写　1 冊　半紙　和
　合綴：日本制度通稿　令義解及職原抄鈔

　　　　◇

令義解　10 巻（巻 3 欠）〔清原夏野等〕	 W322.13-1
　塙保己一校
　江戸　山城屋佐兵衛　寛政12（1800）写　9冊　美濃　和
　（稽古館旧蔵）

令義解　10 巻（巻 1 欠）　　　　　　	 W322.13-1 イ
　〔清原夏野等〕塙保己一校
　江戸　山城屋佐兵衛　寛政12（1800）試　9冊　美濃　和

令義解　10 巻〔清原夏野等〕　　	 W322.13-1 ロ
　塙保己一校
　寛政 12（1800）跋刊　5 冊　美濃　和
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令義解　10 巻〔清原夏野等〕　　	 W322.13-1 ハ
　塙保己一校
　大阪　桜園書院　明治刊（寛政12板後刷）10冊　美濃　和

　　　　◇

御成敗貞永式目　　　　　　　　　　　	 W370.9-1
　江戸　錦森堂　文政 10（1827）1 冊　美濃　和

　　　　　　322.15　後期（封建制度）　藩政

禁中并公家諸法度（慶長十七ケ条）　	 W322-15-1
　寛文 5（1665）写　1 冊　半紙　和

慶長公家諸法度註釈　橘（大塚）嘉樹註 W322.15-2
　写　1 冊　半紙　和

武家諸法度（慶長二十年より享保二年）	 W322.15-3
　写（御日記方）1 冊　美濃　和（御日記方旧蔵）

和律　巻 1　　　　　　　　　　　　	 W322.15-4
　弘化 2（1845）写　1 冊　半紙　和

公事訴訟取捌類　　　　　　　　　　	 W322.15-5
　写　1 冊　美濃半　和

公裁秘格（公事訴訟取捌）　　　　　	 W322.15-6
　写　1 冊　半紙　和

諸国入墨図　附親類遠慮伺之事　　　	 W322.15-7
　寛政 11（1799）写　1 冊　半紙　和

刑罪大秘録　　　　　　　　　　　　	 W322.15-8
　写　冊　半紙半　和

副例　　　　　　　　　　　　　　　	 W322.15-9
　写　1 冊　半紙半　和

書礼文法（制札・高札）　　　　　　	 W322.15-10
　写　1 冊　美濃半　和

武備目睫録　鵜飼平矩　　　　　　　	 W322.15-11
　嘉永 5（1852）写　1 冊　半紙　和

武備目睫　2 巻　　　　　　　　　　　　	 W322.15-12
　鵜飼半左衛門（平矩）
　安政 5（1858）写　2 冊　半紙　和

殿中諸役勤要秘鑑　　　　　　　　　　	 W322.15-13
　文化 2（1805）写　1 冊　半紙　和

柳営事略　城北隠士　　　　　　　	 W322.15-14
　文化 14（1817）1 冊　美濃半　和

懐宝便覧　　　　　　　　　　　　　	 W322.15-15
　文政 9（1826）1 帖　小　折本

四方の花　柳営秘録之部　　　　　	 W322.15-16
　文政 10（1827）写　1 冊　美濃半　和

青標紙				〔大野広城〕　　　　　　　　	 W322.15-17
　文久 3（1863）写　2 冊　美濃　和

（武家必擥）殿居嚢　　　　　　　　　　	 W322.15-18
　写　1 冊　美濃半　和

徳川幕府改革触面（天保 13 年）　　	 W322.15-19
　江戸刊　1 冊　半紙半　和
　註：書名は旧蔵者がつけたもの

建官考		 〔渋井孝徳〕　　　　　　　	 W322.15-20
　安政 3（1856）（木活）1 冊　美濃　和
　（葛西清方旧蔵）

吏微（大概順）2 巻　　　　　　　	 W322.15-21
　写　1 冊　美濃半　和

公義御役順略　　　　　　　　　　　	 W322.15-22
　写　2 冊　横小　和

京都町奉行取次心得留　　　　　　	 W322.15-23
　写　1 冊　半紙半　和

異扱要覧　東原隠士　　　　　　　	 W322.15-24
　刊　1 枚　一枚物

異扱要覧　東原隠士　　　　　　　	 W322.15-25
　写　1 冊　半紙半　和

職俸秘鑑　　　　　　　　　　　　　	 W322.15-26
　刊　1 冊　横小　和

〔掌中〕武家擥要　　　　　　　　　　　	 W322.15-27
　刊　1 冊　横小　和

〔掌中〕武家擥要　　　　　　　　　	 W322.15-28
　刊　1 冊　横小　和

武家懐鑑　　　　　　　　　　　　　	 W322.15-29
　刊　1 冊　横小　和

武家懐鑑　　　　　　　　　　	 W322.15-29 イ
　刊　1 冊　横小　和
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　　　　　322.16　明治以後

職員令　　　　　　　　　　　　　　	 W322.16-1
　東京　須原屋茂兵衛　刊　1 冊　半紙　和

宦途必携　巻 2 〜 7,9,10　外吏局編　	 W322.16-2
　明治 5（1872）8 冊　半紙　和

　　　　　322.2　東洋法制史

大典会通　6 巻（朝鮮）趙斗淳等編　　	 W322.2-1
　朝鮮李太王 2（1865）5 冊　半紙倍　唐

増補文献備考　250 巻　首 1 巻　正誤 1 巻	 W322.2-2
　（朝鮮）朴容大等編
　韓隆煕 2（1908）跋刊　51 冊　美濃　唐

　　　　◇

明律国字解　16 巻（巻 10 〜 16 欠）　　　	 W322.2-3
　〔荻生双松〕
　刊（木活）9 冊　美濃　和

三律摭要　1 巻　羽倉用九　　　　　　	 W322.2-4
　弘化 4（1847）1 冊　半紙　和

福恵全書　32 巻（巻 1 欠）附 1 巻　　　　	 W322.2-5
　〔（清）黄六鴻〕
　清刊　15 冊　美濃半　唐

　　　　　　　324　民法　私法

民法論綱　6 巻　（英）ベヌサム著　　　　	 W324-1
　何礼之訳
　東京　穴山篤太郎　明治 9（1876）6 冊　半紙　和

（通俗法律）土地建物活顧問　塩沢孝寛　　	 W324-2
　東京　東京測量台　大正 11（1922）1 冊　半紙　和

　　　　　　　325　商法

英国商法　3 巻　福地源一郎訳　　　　　	 W325-1
　東京　山城屋佐兵衛　明治（1870）3 冊　半紙　和
　（弘前藩学校旧蔵）

立会略則　渋沢青淵（栄一）　　　　　　	 W325-2
　東京　紀伊国屋源兵衛　明治4（1871）1冊　半紙　和

　　　　　　　326　刑法

新律綱領　5 巻首 1 巻　（明治 3 年）　　　	 W326-1
　写　5 冊　半紙　和

日本刑法草按　鶴田皓　　　　　　　　　	 W326-2
　写　1 冊　美濃　和

　　　　　　　327　司法制度　訴訟手続法

英国私犯法　第 1,2 巻　　　　　　　　　	 W327-1
　明治 18（1885）写（八本橋文三郎）1 冊　半紙　和

民事鑑定法　塩沢孝寛　　　　　　　　　　	 W327-2
　東京　東京測量台　大正 11（1922）1 冊　半紙　和

　　　　　　　329　国際法

万国公法　4 巻　（米）恵頓著　　　　　　	 W329-1
　（米）丁韙良漢訳
　慶応元（1865）6 冊　美濃　和

万国公法　4 巻　（米）恵頓著　　　　	 W329-1 イ
　（米）丁韙良漢訳
　江戸　万屋兵四郎　慶応元（1865）6 冊　美濃　和
　（弘前藩学校旧蔵）

外国交際公法　2 巻　福地源一郎訳訂　　	 W329-2
　東京　岡田屋嘉七　明治 2（1869）2 冊　半紙　和
　（弘前藩学校旧蔵）

魯西亜条約　安政治元年　　　　　　　　　	 W329-3
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　330　経済

産語　2 巻　太宰春台（純）　　　　　　	 W330-1
　金沢　観文堂書店　大正 10（1921）1 冊　半紙　和
　（観文堂叢書第 11 編）

経済問答・経済問答秘記　各 1 巻　　　　　	 W330-2
　佐藤信淵
　写　1 冊　美濃　和

経済要録抜萃　1 巻　雲根志抜萃（木内重暁）	 W330-3
　佐藤信淵著　下沢保躬抄　　　　　　 
　明治写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

復古法審問・復古法概言　各 1 巻　　　　　	 W330-4
　佐藤信淵
　写　1 冊　美濃　和

富国策　3 巻　（英）法思徳著　　　　　　　	 W330-5
　（清）汪鳳藻訳
　明治 14（1881）3 冊　半紙　和

　　　　　　331　経済学　経済思想
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（百科全書）経済論　2 巻　堀越愛国訳　　　	 W331-1
　東京　文部省　明治 7（1874）2 冊　半紙　和

英氏経済論　（米）英蘭土著　　　　　　	 W331-2
　小幡篤次郎訳
　東京　訳者　明治 10（1877）9 冊　半紙　和

黄氏経済論　（米）英蘭土著　　　　　　	 W331-2 イ
　小幡篤次郎訳
　東京　訳者　明治 10（1877）9 冊　半紙　和

宝氏経済学　5 巻（第 1 欠）　永田健助訳　	 W331-3
　東京　牧野吉兵衛　明治 10（1877）4 冊　半紙　和

　　　　　　345　租税

大日本租税志　巻 51 〜 70　野中準等編　	 W345-1
　東京　大蔵省　明治刊　8 冊　美濃　和

　　　　　　350　統計学

統計学　（仏）モロー・ド ･ ジョンネ著　　	 W350-1
　箕生麟祥訳
　東京　文部省　明治 7（1874）10 冊　半紙　和

　　　　　　◇

秋田県治一覧概表　　　　　　　　　　　	 W351-1
　秋田　秋田県　明治 13（1880）1 帖　小　折本

秋田県治一覧概表　	 W351-1 イ
　秋田　秋田県　明治 13（1880）1 帖　小　折本

　　　　　　370.9　往来物

御成敗貞永式目　　　　　　　　　　	 W370.9-1
　江戸　錦森堂　文政 10（1827）1 冊　美濃　和

庭訓往来　附実語教・童子教　　　　	 W370.9-2
　〔釈玄恵〕
　宝永 4（1707）1 冊　美濃　和

庭訓往来　独清軒玄慧（釈玄恵）　　　	 W370.9-3
　江戸　須原屋伊八　享和 2（1802）1 冊　美濃　和

（字注絵入）庭訓往来　　　　　　　　　	 W370.9-4
　京都　菱屋　文化 15（1818）1 冊　美濃　和

庭訓往来（庭訓往来文宝蔵）　　　　　	 W370.9-5
　江戸　西村永寿堂　天保 3（1832）1 冊　美濃　和

庭訓往来新註　釈恵琛　　　　　　　　	 W370.9-6
　写　1 冊　美濃　和

庭訓往来抄　３巻　　　　　　　　　　　	 W370.9-7
　刊　3 冊　美濃　和

尺素往来　一条兼良　　　　　　　　　　	 W081-2
　刊　1 冊（群書類従第 141）

今川状　	 W370.9-8
　江戸　森屋治兵衛　文政 13（1830）1 冊　半紙半　和

今川状　	 W370.9-9
　写　1 冊　半紙　和

実語教・童子教　	 W370.9-10
　江戸　仙鶴堂　安永 8（1779）1 冊　美濃　和

実語教・童子教　	 W370.9-11
　江戸　森屋治兵衛　文政 10（1827）1 冊　半紙　和

実語教　　　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-12
　刊　1 冊　半紙　和

古状揃　　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-13
　天保 3（1832）1 冊　美濃　和

昇平江度往来（自遣往来）　　　　　　	 W370.9-14
　江戸　松栄堂　刊　1 冊　美濃半　和

本朝千字文　貝原益軒（篤信）　　　	 W370.9-15
　大阪　安永 4（1775）1 冊　美濃　和

笹山梅菴寺子制海之式目　　　　　　	 W370.9-16
　写　1 冊　半紙　和

近道子宝　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-17
　天明 8（1788）写　1 冊　半紙半　和

消息往来　〔高井蘭山〕（伴覚）　　　	 W370.9-18
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　美濃半　和

消息往来　	 W370.9-19
　刊　1 冊　半紙半　和

年中時候往来　泉花堂三蝶　　　　　	 W370.9-20
　享和 3（1803）1 冊　美濃半　和

童子千字文　　　　　　　　　　　　	 W370.9-21
　江戸　森屋治兵衛　文政 9（1826）1 冊　半紙半　和

女江戸方角　　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-22
　江戸　森屋治兵衛　天保 11（1840）1 冊　半紙半　和
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世話字往来　　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-23
　江戸　藤岡屋慶次郎　弘化元（1844）1冊　美濃半　和

百姓往来豊年蔵　　　　　　　　　　　　	 W370.9-24
　江戸　森屋治兵衛　安政 3（1856）1 冊　半紙半　和

百性往来　　　　　　　	 W370.9-25
　刊　1 冊　半紙半　和

農業往来　　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-26
　明治写　1 冊　半紙半　和

諸職往来　　　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-27
　江戸　藤岡屋慶次郎　刊　1 冊　半紙半　和

道中往来　　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-28
　写　1 冊　半紙　和

女庭訓千種集　附女大学　　　　　　	 W370.9-29
　刊　1 冊　美濃半　和

世界商売往来　　　　　　　　　　　	 W370.9-30
　東京　鴈金屋清吉　明治 4（1871）1 冊　半紙半　和

（素本）世界国尽　福沢諭吉　　　　　	 W370.9-31
　東京　著者　明治 5（1872）3 冊　半紙　和

（改正）日本国尽　6 巻　瓜生寅　　　　	 W370.9-32
　写　6 冊　半紙　和

瓜生氏日本国尽　巻 4（北海道）　　　	 W370.9-33
　写　1 冊　美濃　和

日本物産国尽　前篇 3 巻　中島翌堂　	 W370.9-34

　東京　文苑閣　明治 6（1873）3 冊　半紙　和

やまとふみ　久保扶桑　平井正共著　	 W370.9-35
　明治 7（1874）2 冊　半紙　和

　　　　　　372　教育史　事情

〔旧幕府学問所並に藩学校絵図〕　　　　	 W372-1
　刊　13 枚　一枚物
　内容：旧幕府学問所構内総絵図　仲春丁祭之図（衆官行

列式衆官就位式）旧幕府中於学問所御座敷釈奠前日諸家
献備之図　旧会津藩日新館　旧福山藩誠之館之図　旧仙
台藩養賢堂之図　足利学校総絵図　旧水戸藩弘道館之図

　旧幕府中於大成殿釈奠前日御名代参拝之図　旧山口藩明
倫館之図旧岡山藩学校之図　旧津藩有造館之図

足利学校事蹟考　川上広樹　　　　　　	 W372-2
　小俣村（栃木県）木村勇三　明治13（1880）1冊
　半紙　和

　　　　　　　375.9　教科書

修身小学読本　巻 7　池田観編　　　　	 W375.9-1
　大阪　山岸弥平　明治 14（1881）1 冊　半紙　和

国民修身談　問題附　末松謙澄編　　	 W375.9-2
　東京　金港堂　明治 24（1891）1 冊　半紙　和

勅諭奉体　興風学館編　　　　　　　　	 W375.9-3
　東京　神戸書店　明治 26（1893）1 冊　半紙　和

中等倫理書　巻 1 〜 3　井上円了編　　	 W375.9-4
　東京　集英堂　明治34（1901）修正再版　3冊　半紙　和

小学修身訓　高等科 4 巻　学海指針社編	 W375.9-5

　東京　集英堂　明治 33（1900）4 冊　半紙　和

（教育勅語）修身要義　和田豊　　	 W375.9-6
　東京　同文館　明治 34（1901）1 冊　半紙　和

（中学）修身教科書　5 巻　井上哲次郎　　	 W375.9,7
　東京　金港堂　明治 35（1902）5 冊　半紙　和

実践倫理入門　渡辺竜聖　中島半次郎共著　　	W375.9-8
　　東京　成美堂　明治 35（1902）1 冊　半紙　和

中等修身教科書　巻 1 〜 4　　　　　　	 W375.9-9
　吉田静致　大橋唯雄共著
　東京　宝文館　明治 37（1904）4 冊　半紙　和

（中等教科）明治女大学　3 巻　　　　　　	 W375.9-10
　加藤弘之　中島徳蔵共著
　東京　大日本図書　明治 40（1907）3 冊　半紙　和

中等修身教科書　5 巻　桑木厳翼　	 W375.9-11
　東京　明治図書　明治 42（1909）訂正 4 版　5 冊
　半紙　和

　　　　◇

支那史要　2 巻附図 2 巻　市村瓚次郎　	 W375.9-12
　東京　吉川半七　明治 28（1895）4 冊　半紙　和

東洋史要　2 巻　市村瓚次郎　　　　　	 W375.9-13
　東京　吉川半七　明治 30（1897）2 冊　半紙　和

東洋分国史　上　大槻如電（修二）　	 W375.9-14
　東京　内田老鶴圃　明治 29（1896）1 冊　半紙　和

東洋分国史　下　大槻如電（修二）　	 W375.9-15
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　東京　内田老鶴圃　明治 29（1896）訂正再版　1 冊
　半紙

（中等教科）日本史　巻 1　　　　　　　	 W375.9-16
　田中稲城　赤堀又二郎共編
　東京　文学社　明治30（1897）訂正再版　1冊　半紙　和

（中等教科）東洋史　巻 1　藤田豊八編　	 W375.9-17
　東京　文学社　明治 29（1896）1 冊　半紙　和

皇国小史　3 巻附図 1 巻　勝浦鞆雄編　	 W375.9-18
　東京　吉川半七　明治 29,31（1896,98）4 冊　半紙　和

（中等）日本歴史　2 巻　興文社編　　　	 W375.9-19
　東京　編者　明治 36（1903）2 冊　半紙　和

　　　　◇

物理階梯　3巻　片山淳吉編　　　　　	 W375.9-20
　長野　明治 5（1872）3 冊　半紙　和

物理階梯　3巻　片山淳吉編　　　　　	 W375.9-21
　長野　明治 9（1876）3 冊　半紙　和

（改正増補）物理階梯　上巻　　　　　	 W375.9-21 ｲ
　片山淳吉編
　東京　文部省　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

博物教授書　巻１, ２　　　　　　　　	 W375.9-22
　片山淳吉　中村健蔵共編
　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

　　　　　　◇

和洋裁縫教本　和服編 2 巻　堀越千代子	 W375.9-23

　東京　宝文館　明治 39,40（1906,07）2 冊　半紙　和

和洋裁縫教本　和服編 2 巻　堀越千代子	 W375.9-23 イ
　東京　宝文館　明治 40（1907）2 冊　半紙　和

（補習教育）商業入門　巻 1　浜田四郎　	 W375.9-24
　東京　博文館　明治 35（1902）1 冊　半紙　和

（増訂）商業読本　巻 1, ２　天城安政編　	 W375.9-25
　東京　博文館　明治 35（1902）2 冊　半紙　和

小学普通画学本　甲之部第 2　宮本三平編	 W375.9-26
　東京　文部省　明治 11（1878）1 冊　美濃半　和

唱歌集　初集　文部省音楽取調掛編　	 W375.9-27
　東京　編者　明治 18（1885）1 冊　美濃半　和

　　　　　◇

小教教授本　藤井惟勉編　　　　　　	 W375.9-28
　明治 8（1875）1 冊　半紙　和

小学読本　巻 1,2　師範学校（田中義廉）編	 W375.9-29
　東京　文部省　明治 7（1874）2 冊　半紙　和

小学読本　巻 2　　　　　　　　　　	 W375.9-29 イ
　師範学校（田中義廉）編
　東京　文部省　明治 7（1874）1 冊　半紙　和

新読本　第 1 冊　工藤精一編　　　　	 W375.9-30
　東京　大倉保五郎　明治 20（1887）1 冊　半紙　和

普通国文　前編 2 巻　　　　　　　　	 W375.9-31
　今泉定介　畠山健共編
　東京　吉川半七　明治 23（1890）2 冊　半紙　和

（国文）中学読本　巻 3 下 , 巻 4　　　　　	 W375.9-32
　逸見仲三郎編
　東京　吉川半七　明治 26（1893）2 冊　半紙　和

中等国文　巻 1 〜 5 各上　　　　　　　　	 W375.9-33
　井上頼国　逸見仲三郎共編
　東京　吉川半七　明治 32（1899）増補訂正 3 版　5 冊
　半紙

（新体）中学国文教程　10 巻　　　　　	 W375.9-34
　大町芳衛　上田敏共編
　東京　大日本図書　明治 33（1900）1 冊　半紙　和

（新撰）中等国文読本　10 巻　西田敬止編	 W375.9-35
　東京　集英堂　明治 34（1901）10 冊　半紙　和

国文読本　10 巻　　　　　　　　　　	 W375.9-36
　新保寅次　内海弘蔵　横地清次郎共編
　東京　金港堂　明治 34（1901）10 冊　半紙　和

中等国語読本　10 巻　落合直文編　　	 W375.9-37
　東京　明治書院　明治 34（1901）10 冊　半紙　和

（訂正）中等国語読本　10 巻　落合直文編	 W375.9-38
　東京　明治書院　明治 37（1904）35 版　10 冊　半紙　和

（新訂）中等国語読本　10 巻　　　　　	 W375.9-39
　落合直文編　森林太郎　萩野由之補
　東京　明治書院　明治 42（1909）10 冊　半紙　和

中学国文読本　10 巻　弘文館編　　　	 W375.9-40
　東京　編者　明治 35（1902）10 冊　半紙　和

中学国文読本　10 巻　弘文館編　　	 W375.9-40 イ
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　東京　編者　明治 35（1902）10 冊　半紙　和

（訂正）中学国文読本　巻 7 〜 10　　　	 W375.9-41
　弘文館編　畠山建訂正
　東京　編者　明治 37（1904）4 冊　半紙　和

中学読本　巻 1 〜 6　明治書院編　　　	 W375.9-42
　東京　編者　明治 35（1902）6 冊　半紙　和

（中学）帝国読本　10 巻　武島又次郎編	 W375.9-43
　東京　金港堂　明治 35（1902）10 冊　半紙　和

（師範学校講習科明）国語読本　巻 1,2　　	 W375.9-44
　江見清風　斎藤惇共編
　東京　明治書院　明治 38（1905）2 冊　半紙　和

中学国語読本　10 巻　上田万年編　　	 W375.9-45
　東京　大日本図書　明治 40（1907）10 冊　半紙　和

　　　　　　◇

徒然草読本　2 巻　高津柏樹標註　　　	 W375.9-46
　東京　早矢仕民治　明治 17（1884）2 冊　半紙　和

神皇正統記読本　加藤堯敬編　　　　	 W375.9-47
　東京　田沼書店　明治 31（1898）1 冊　半紙　和

（国文抄本）平家物語　上田万年編　　　	 W375.9-48
　東京　大日本図書　明治 44（1911）1 冊　半紙　和

（新撰）増鏡読本　明治書院編　　　　	 W375.9-49
　東京　編者　大正 4（1915）1 冊　半紙　和

（新撰）増鏡読本　明治書院編　　　	 W375.9-49 イ
　東京　編者　大正 4（1915）1 冊　半紙　和

（国文新抄）花月草紙　　　　　　　　　　	 W375.9-50
　吉川秀雄　山内素行共編
　東京　育英書院　大正 7（1918）1 冊　半紙　和

（選定）枕草紙　藤井乙男編　　　　　	 W375.9-51
　東京　積善館　大正 10（1921）1 冊　半紙　和

　　　　◇

国文学史（訂正中等国語読本附録）　	 W375.9-52
　落合直文編
　東京　明治書院　明治 37（1904）1 冊　半紙　和

日本文学史教科書　藤岡作太郎　　　	 W375.9-53
　東京　開成館　明治 36（1903）1 冊　半紙　和

（新体）日本文学史教科書　藤岡作太郎	 W375.9-54
　東京　開成館　明治 40（1907）1 冊　半紙　和

　　　　◇

中学国文典　新保磐次　　　　　　　	 W375.9-55
　東京　金港堂　明治 29（1896）1 冊　半紙　和

（訂正）中等国文典　下巻　三土忠造　	 W375.9-56
　東京　富山房　明治 33（1900）1 冊　半紙　和

（訂正）中等国文典　3 巻　三土忠造　	 W375.9-56 イ
　東京　富山房　明治 35（1902）3 冊　半紙　和

（再訂）中等国文典　3 巻　三土忠造　　	 W375.9-37
　東京　富山房　明治 36（1903）3 冊　半紙　和

（修正）日本文法教科書　大槻文彦　　	 W375.9-58

　東京　開成館　明治 35（1902）1 冊　半紙　和

（修正）日本文法教科書　2 巻　大槻文彦　	 W375.9-59
　東京　開成館　明治 36（1903）2 冊　半紙　和

日本文法中教科書　大槻文彦　　　　	 W375.9-60
　東京　開成館　明治 35（1902）1 冊　半紙　和

中学国文典　塩井正男　　　　　　　	 W375.9-61
　東京　六盟館　明治 34（1901）1 冊　半紙　和

（修正）国語綴字法教科書　開成館編　	 W375.9-62
　東京　編者　明治 35（1902）1 冊　半紙　和

（中学）国文典教科書　巻 1　同文館編　	 W375.9-63
　東京　編者　明治 37（1904）1 冊　半紙　和

国文典講本　3 巻　窪田亮吾　　　　　	 W375.9-64
　東京　興文社　明治 35（1902）3 冊　半紙　和

日本文典　三石賎夫編　　　　　　　	 W375.9-65
　東京　宝永館書店　明治 35（1902）1 冊　半紙　和

新撰国文典　吉田弥平　小山左文二共著	 W375.9-66
　東京　松邑三松堂　明治 41（1908）1 冊　半紙　和

（中等教科）明治文典　3 巻　芳賀矢一　	 W375.9-67
　東京　富山房　明治 38（1905）3 冊　半紙　和

（中等教科）明治文典　巻 2　芳賀矢一　	 W375.9-67 イ
　東京　富山房　明治 38（1905）1 冊　半紙　和

中等帝国文典　4 巻　　　　　　　　　	 W375.9-68
　吉田豊　伊東尾四郎共編
　東京　六盟館　明治 38（1905）4 冊　半紙　和
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　　　　　◇

（小学）書牘文例　石川県第一師範学校編	 W375.9-69
　金沢　益智館　明治 11（1878）2 冊　半紙　和

（中等教育）作文教範　巻 2 〜 5　　　　　	 W375.9-70
　友田宜剛編
　東京　光融館　明治 34,35（1901,02）4 冊　半紙　和

中等習字教本　巻 2　香川松石（熊蔵）書 W375.9-71
　東京　明治図書　明治 39（1906）1 帖　折本

　　　　◇

（中等教育）標註漢文入門　深井鑑一郎編　	 W375.9-72
　東京　吉川半七　明治 26（1893）1 冊　半紙　和

中学漢文読本　巻 3 〜 6　秋山四郎編　	 W375.9-73
　東京　金港堂　明治 29（1896）4 冊　半紙　和

漢文教科書　4 巻　秋山四郎編　　　	 W375.9-74
　東京　金港堂　明治 35（1902）4 冊　半紙　和

中学漢学入門　2 巻　内堀維文　　　	 W375.9-75
　東京　金港堂　明治 33（1900）2 冊　半紙　和

中等漢文読本　10 巻　国語漢文同志会編	 W375.9-76
　東京　六盟館　明治 34（1901）10 冊　半紙　和

補習漢文読本　安武磯熹編　　　　　	 W375.9-77
　東京　六盟館　明治 36（1903）1 冊　半紙　和

（新編）漢文教科書　巻 2 〜 5　　　　　　W375.9-78
　国語漢文研究会編

　東京　明治書院　明治 38（1905）4 冊　半紙　和

（改訂）新編漢文教科書　5 巻　　　　　	 W375.9-79
　国語漢文研究会編
　東京　明治書院　明治 40（1907）5 冊　半紙　和

（改訂）新編漢文教科書　巻 3　　　　	 W375.9-79 イ
　国語漢文研究会編
　東京　明治書院　明治 38（1905）1 冊　半紙　和

支那今体文読本　国語漢文研究会編　	 W375.9-80
　東京　明治書院　明治 38（1905）1 冊　半紙　和

歴代漢文読本　前編正編　　　　　　	 W375.9-81
　松平康国編
　東京　早稲田大学出版部　明治 38（1905）2 冊　半紙　和

（改訂）中等漢文教科書　5 巻補習用 1 巻　	 W375.9-82
　土岐政孝編
　東京　興文社　明治 41（1908）6 冊　半紙　和

近古史談　前後編　大槻磐渓（清崇）　	 W375.9-83
　大阪　鈴木常松　明治 42（1909）2 冊　半紙　和

（教科適用）標註四書　　　　　　　　　	 W375.9-84
　深井鑑一郎　山田準標註
　東京　誠之堂書店　明治 30（1897）1 冊　半紙　和

大学提要　佐藤雲韶　　　　　　　　　	 W375.9-85
　東京　金港堂　明治 32（1899）1 冊　半紙　和

中庸提要　佐藤雲韶　　　　　　　　　	 W375.9-86
　東京　金港堂　明治 32（1899）1 冊　半紙　和

論孟提要　佐藤雲韶　　　　　　　　	 W375.9-87

　東京　金港堂　明治 32（1899）1 冊　半紙　和

（新定）日本外史鈔本　岡田正之編　　	 W375.9-88
　東京　開成館　大正 8（1919）1 冊　半紙　和

漢文新鈔　詩篇　塩谷温編　　　　　	 W375.9-89
　東京　弘道館　大正 11（1922）1 冊　半紙　和

言志四録鈔　服部宇之吉編　　	 W375.9-90
　東京　富山房　昭和 5　1 冊　美濃半　和

　　　　　　377　大学・専門教育

南校一覧　明治 5 年　南校編　　　　	 W377-1
　東京　編者　明治 5（1872）1 冊　美濃半　和

　　　　　　382　風俗史　民俗誌

東京風俗史　3 巻（下巻欠）平出鏗二郎　	 W382-1
　東京　富山房　明治刊　2 冊　半紙　和

　　　　　　383　衣食住

女粧考　伊東南堂　　　　　　　　　　　	 W383-1
　明治 6（1873）1 冊　半紙半　和

近世女風俗考　生川春明編　　　　　　　	 W383-2
　東京　吾妻健三郎　明治 28（1895）1 冊　美濃　和

　　　　　　386　冠婚葬祭

婚産略礼　附葬儀略礼　徧無為（依田貞鎮）	 W386-1
　写　1 冊　美濃　和

喰初の次第　　　　　　　　　　　　　　	 W386-2
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　写　1 冊　半紙　和

七五三口伝秘書　　　　　　　　　　　	 W386-3
　写　1 冊　半紙　和

婚礼式　　　　　　　　　　　　　　	 W386-4
　写　1 冊　半紙　和

婚礼天地人　　　　　　　　　　　　　	 W386-5
　写　1 冊　半紙　和

葬事略記　角田忠行　　　　　　　　	 W386-6
　写　1 冊　美濃　和

　　　　　387　礼儀作法　社交

小笠原流躾方書　附小笠原流書法秘伝　	 W387-1
　刊　1 冊　美濃　和

（男女小笠原）飲食諸礼躾方　　　　　　　　	 W387-2
　刊　1 冊　半紙　和

伊勢流むすひ物伝　　　　　　　　　　	 W387-3
　附正風遠州流轡組方伝　伊勢貞丈等
　写　1 冊　半紙　和

熨斗の故実　　　　　　　　　　　　　　	 W387-4
　写　1 冊　半紙半　和

大諸礼大全　巻 4 〜 6　　　　　　　　　　	 W387-5
　刊　1 冊　美濃　和

（常識）作法一斑　和田豊編　　　　　　　　	 W387-6
　東京　同文館　明治 43（1910）1 冊　半紙　和

御道書　其他　　　　　　　　　　　　　　　	 W387-7
　写　1 冊　半紙　和
　内容：御道書　御行列規則　御登城御供心得　御会釈振

諸心得十三ヶ条　御供衣服之部　尾水様江被為成之件　
雨天之節心得方　御入口御極リ方　上野御予参　左京大
夫様江被為成件　奥向御登城之件　万石以上以下妻并女
隠居息女本供ニ而通行之件

　　　　　　390　国防　軍事

安平問対　安並雅景　平山潜問答　　　	 W390-1
　安政 4（1857）写　1 冊　美濃　和

北事策（草稿）斎藤賢宣　　　	 W390-2
　安政 2（1855）写　1 冊　半紙　和

海防存寄書　佐久間修理（啓）　　　　　　	 W390-3
　嘉永 3（1850）写　1 冊　半紙　和

籌海私議　〔塩谷〕宕陰（世弘）　　　　　	 W390-4
　写　1 冊　半紙　和

養才集　　　　　　　　　　　　　　	 W390-5
　写　1 冊　半紙　和
　内容：極論時事封事（古賀煜）籌海私議（塩谷世弘）海

防策（安井衡）海防策（斎藤正謙）治安策（清・羅森）
献芹微衷（大槻清崇）

日本武訓　日下部三之介　　　　　　　　	 W390-6
　東京　東京教育社　明治 28（1895）1 冊　半紙　和

（明治卅七八年戦役）感状写　第 1 〜 4 巻　　	 W390-7
　陸軍省編
　東京　編者　明治 39（1906）4 冊　美濃　和

壮丁読本　田中義一　　　　　　　　　　	 W390-8
　東京　丁未出版註　大正 5（1916）1 冊　半紙　和

　　　　　　393　戦争　戦略　戦術

本朝古今戦略考　14 巻　　　　	 W393-11
　〔山鹿素行〕（高祐）
　写　1 冊　美濃　和

古戦評判　3 巻（中下巻欠）中川正尚　　	 W393-2
　元禄 2（1689）序刊　1 冊　半紙　和

甲越戦争記　5 巻　附 2 巻　香西成資	 W393-3
　京都　柳枝軒　享保元（1716）7 冊　美濃　和

近世四戦紀聞　3 巻　橋爪貫一編　　　　	 W393-4
　東京　坂上半七　明治 11（1878）3 冊　半紙　和

　　　　　　　395　軍需品

外幕作様之事　　　　　　　　　　　　　　　	 W395-1
　慶安元（1648）写　1 軸　小　巻子
　註：小笠原大膳大夫（長時）──（略）──丹羽勘兵衛

（忠恒）──広野勘右衛門

武具要説附馬具寸法記　高坂弾正（昌信）	 W081-2
　刊　1 冊（群書類従巻 424）

武具要説　高坂弾正（昌信）　　　　　　	 W395-2
　安攻 6（1859）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

本朝軍器考並附図　新井君美編　　　　	 W081-4
　明治 33（1900）2 冊（故実叢書第 24,25）

軍用記並附図　伊勢貞丈　　　　　　　　	 W081-4
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　明治 33（1900）2 冊（故実叢書第 14）

鎧着用次第　　〔伊勢貞丈〕　　　　　　　	 W081-4
　明治 32（1899）1 帖（故実叢書第 30）

　　　　　　　396　陸軍

三兵活法　ブランドト著　鈴木自強訳　	 W396-1
　江戸　須原屋伊八　安政 4（1857）3 冊　美濃半　和

三兵答古知幾　ブランドト著　　　　　	 W396-2
　晩夢楼主人訳
　写　14 冊　美濃　和

垤氏三兵答古知幾　前編　垤結爾　　　	 W396-3
　写　2 冊　美濃　和（稽古館，弘前学問所旧蔵）

提綱答古知幾　4 巻（巻 2 上欠）格諾布　	 W396-4
　写　6 冊　半紙　和

提綱答古知機　巻 3 上下，4 上　格諾布　	 W396-5
　写　3 冊　半紙　和

泰西兵鑑（兵学定式）　巻 1 〜 3　　　　　	 W396-6
　大鳥圭介著
　文久 4（1864）写（岩田恵則）1 冊　半紙　和

野戦要務記　大鳥圭介訳　　　　　　　	 W396-7
　写　1 冊　半紙　和

英国歩兵練法　第 1 〜 6 編　　　　　　　	 W396-8
　赤松小三郎訳
　江戸　上州屋　慶応元,4（1865,68）10冊　美濃半　和

那破倫兵法　2 巻　　　　　　　　　　　　　	 W396-9

　ナポレオン・ボナバルト著　福地源一郎沢
　大阪　伊丹屋善兵衛　慶応3（1867）2冊　美濃半　和

攻守略説　9 巻（和）ファン・レース著　	 W396-10
　荒井鉄之助　佐々木貞庵共訳
　佐倉　荒井氏蔵版　慶応 3（1867）6 冊　美濃半　和

歩操新式（大隊教練）　巻中下　　　　　	 W396-11
　生兵教練　小隊教練）
　求実館　慶応 3（1867）4 冊　半紙半　和

生兵教練　附増補　　　　　　　　　　	 W396-12
　刊　1 冊　美濃半　和

大隊教練号令詞　　　　　　　　　　　　	 W396-13
　刊　1 冊　横小　和

（陸軍）士官必携　マクドウガル著　　　	 W396-14
　渡部一郎沢
　江戸　山城屋佐兵衛　慶応3（1867）1冊　美濃半　和

戦地必要　ハンレース著　淀宇式訳　　	 W396-15
　江戸　文苑閣　慶応 3（1867）6 冊　美濃半　和

英国歩操新式　第 2 編 1 巻　第 4 編 3 巻　　	 W396-16
　橋爪貫一訳
　東京　明治 2（1869）4 冊　半紙半　和

〔改訂増補〕英式大隊諸図詳解　　　　　　	 W396-17
　本間資孝　永持小山共編
　明治 2（1869）4 冊　半紙半　和

水兵操典　巻 3（小隊之部）　　　　　　	 W396-18
　陸軍兵学寮　明治 4（1871）1 冊　半紙半　和

　　　　　　399　古代兵法

楠家訓　〔楠正成〕　　　　　　　　　　　　	 W399-1
　安政 6（1859）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

軍礼　第 1（征討）　第 2（検奏）　　　　　	 W399-2
　不識院謙信（上杉輝虎）
　写　2 冊　半紙　和

幡令誓簡　不識院謙信（上杉輝虎）　　　	 W399-3
　写　1 冊　美濃　和

要門階級要略　加治景治　　　	 W399-4
　天保 13（1842）写　1 冊　半紙　和

甲賜軍艦末書結要本　第 7　　　　　　　	 W399-5
　写　1 冊　半紙　和

軍法極秘伝書　7 巻　竹中半兵衛（重治）	 W399-6
　写　2 冊　半紙　和

盲導記　釈沢庵（宗彭）　　　　　　　　	 W399-7
　写　1 冊　美濃　和

兵法雄鑑　52 巻目 1 巻　北条氏長　　　　	 W399-8
　写　6 冊　美濃　和

兵法雄鑑　52 巻　北条氏長　　　　　　　	 W399-9
　写　10 冊　美濃　和（木立文庫旧蔵）

武教小学並武教全書　山鹿素行（高祐）　	 W399-10
　天明 7（1787）写　8 冊　美濃　和

武教全書〔並武教小学〕　山鹿素行（高祐）	 W399-11
　写　4 冊　美濃　和
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武教全書　山鹿素行（高祐）　　　　　	 W399-12
　写　7 冊　半紙　和

武教全書　巻 1,2　山鹿素行（高祐）　　	 W399-13
　写　1 冊　半紙　和

武教全書　巻 1 上 ,2,4 下　山鹿素行（高祐）	 W399-14
　写　3 冊　半紙　和

武教小学弁解並武教全書弁解　山鹿素行（高祐）	W899-15
　写　8 冊　美濃　和

武教全書弁書　巻 3,5,6　山鹿素行（高祐） W399-16
　写　3 冊　美濃　和

武教全書略弁　第 1,2　山鹿素行（高祐）	 W399-17
　写　2 冊　美濃半　和

兵法神武雄備集　山鹿素行（高祐）　　	 W399-18
　写　55 冊　美濃　和

武鏡要録別集　山鹿素行（高祐）　　　	 W399-19
　写　1 冊　半紙　和

兵要録　22 巻　長沼澹斎（宗敬）　　　　	 W399-10
　嘉永 7（1854）5 冊　美濃　和

兵要録　22 巻　長沼宗敬　　　　　　　　	 W399-21
　安政 4（1857）写（岩田恵則）6 冊　美濃　和

兵要録補闕　長谷川恒忠　　　　　　　	 W399-22
　写　1 冊　美濃　和

兵要録補苴　13 巻　図 1 巻　遠藤俊信　	 W399-23

　写　5 冊　美濃　和

衆寡戦口義　3 巻（兵要録巻 22）　　　　	 W399-24
　近松茂矩
　安政 4（1857）写（岩田恵則）1 冊　美濃　和

衆寡戦口義　下（兵要録巻 22）　　　　	 W399-25
　〔近松茂矩〕
　写　1 冊　美濃　和

兵要録筆授（兵要録巻 9,10）　　　　	 W399-26
　写（岩田恵則）1 冊　美濃　和

兵要筆録　　　　　　　　	 W399-27
　写　1 冊　美濃　和

兵要録口義会津伝　　　　　　　　　	 W399-28
　写　5 冊　半紙　和

兵要続録　宮川尚古　　　　　　　　　	 W399-29
　安政 4（1857）写（岩田恵則）1 冊　半紙　和

兵要続録口義　5 巻〔宮川〕忍斎（尚古）	 W399-30
　写　1 冊　半紙　和

陣法口占書口義　佐技尹重　　　　　　	 W399-31
　安政 4（1857）写（岩田恵則）1 冊　美濃　和

武者小袖　淵水軒僊竜子　　　　　　　　	 W399-32
　写　1 冊　美濃　和

鈐録　巻 1 〜 8,15,16　物茂卿（荻生双松）	 W399-33
　写　5 冊　美濃　和

鈐録之中　物部徂徠（荻生双松）　　　	 W399-34

　写　1 冊　半紙　和

山鹿流極意巻　　　　　　　　　　　　　　	 W399-35
　安永 5（1776）写　1 冊　美濃半　和

要門摂指　高橋景良　　　	 W399-36
　宝暦 9（1759）写　1 冊　美濃半　和

（軍法）師監抄　上（天利巻第 1 〜 10）　　	 W399-37
　写　2 冊　美濃　和

先哲四業秘説　4 巻　　　　　　　　　	 W399-38
　弘化 3（1846）4 冊　半紙　和

軍礼略式　清水正巡編　　　	 W399-39
　安政 4（1857）写（岩田恵則）1 冊　美濃　和

四箇秘術口義　時喬源時英　　　　　　	 W399-40
　安政 4（1857）写（岩田恵則）1 冊　半紙　和

四箇伝口占書　　　　　　　　　　　　　	 W399-41
　安政 4（1857）写（岩田恵則）1 冊　美濃　和

武門要鑑抄　20 巻（巻 3,12,14 〜 17 欠）　	 W399-42
　写　2 冊　美濃　和

押前伝（武門要鑑抄巻 10）　　　　　	 W399-43
　写　1 冊　美濃　和

要門貫統記　　　　　　　　　　　　　	 W399-44
　写　1 冊　半紙　和

極秘図会十二抄（根発秘法）　　　	 W399-45
　写　1 冊　美濃　和
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軍詞　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W399-46
　写　1 冊　半紙　和

式法　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W399-47
　写　1 冊　美濃　和

兵庫巻　　　　　　　　　　　　　　　	 W399-48
　写　1 冊　半紙　和

兵法問答　　　　　　　　　　　　　　	 W399-49
　写　1 冊　半紙　和

武道弁義百箇条　　　　　　　　　　　	 W399-50
　写　1 冊　美濃半　和

〔忍之巻〕　　　　　　　　　　　　　　　	 W399-51
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　399.2　中国兵法

七書　　　　　　　　　　　　　　	 W399.2-1
　寛永 20（1643）2 冊　美濃　和

（標題）武経七書全文　7 巻　　　　　　	 W399.2-2
　（明）張居正編（清）汪桓訂
　大阪　嵩山堂　明治刊　5 冊　美濃　和

七書正文　7 巻　　　　　　　　　　　　　	 W399.2-3
　寛政 7（1795）2 冊　美濃　和

七書正文　	 W399.2-4
　大阪　河内屋　慶応 2（1866）1 冊　小　和

（校訂）七書　7 巻　　　　　　　	 W399.2-5
　東京　松山堂　明治刊　2 冊　美濃　和

七書講義（巻 1 〜 11 孫子欠）〔（金）施子美〕	 W399.2-6
　寛永 11（1634）13 冊　美濃　和

武経開宗　14 巻　（明）黄献臣編　　　　	 W399.2-7
　寛文元（1661）4 冊　美濃　和

〔七書抄〕　　　　　　　　　　　　　　　　	 W399.2-8
　京都　慶安 4（1651）7 冊　美濃　和
　内容：呉予抄4巻　司馬法抄4巻　尉繚子抄5巻　三略抄

4巻　六韜抄3巻　唐太宗李衛公問対抄4巻

七書和漢評判（孫子・呉子・司馬法）　	 W399.2-9
　京都　慶安 4（1651）1 冊　美濃　和

武経七書合解大成俚諺抄　巻 8 〜 12　	 W399.2-10
　（司馬法・尉繚子）神田勝久編
　刊　2 冊　美濃　和

孫武兵法択　12 巻　新井君美　　　　	 W399.2-11
　写　2 冊　半紙　和

孫子国字解　13 巻　物茂郷（荻生双松）	 W399.2-12
　寛延 3（1750）10 冊　半紙　和

孫子　　　　　　　　　　　　　　	 W399.2-13
　安政 5（1858）写　1 冊　美濃半　和

孫子詳解　13 巻　伊藤薫　　　　　	 W399.2-14
　文久 2（1862）5 冊　美濃　和

孫子　　　　　　　　　　　　　　	 W399.2-15
　写　2 冊　美濃　和

呉子解附録　　　　　　　　　　　　	 W399.2-16

　写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

忠武侯諸葛孔明先生全集　第 4 〜 7（兵法）　	 W082-1
　（漢）諸葛亮著（清）張澍編
　清同治元（1862）4 冊　半紙　唐

火攻心法　（漢）諸葛亮　　　　　　　　　	 W082-1
　清同治元（1862）（忠武侯諸葛孔明先生全集第 11 冊ノ内）

武備志　240 巻（明）茅元儀　　　　　	 W399.2-17
　明天啓元（1621）33 冊　美濃　唐（稽古館旧蔵）

武備志　240 巻　序目各 1 巻　　　　　	 W399.2-18
　（巻 1 〜 12,21 〜 23,30,31,177,178 欠）
　（明）茅元儀
　京都　寛文 4（1664）92 冊　美濃　和

紀効新書耳剽　朝川善庵（鼎）　	 W399.2-19
　嘉永元（1848）写　1 冊　美濃　和

（刪定）紀効新書秘解　前編　　　　　	 W399.2-20
　朝川同斎（麎）
　写　4 冊　美濃　和

紀効新書抄解　　　　　　　　　　　	 W399.2-21
　写　1 冊　半紙　和
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　　　　　　400　自然科学

（訓蒙）窮理図解　初編 3 巻　福沢諭吉編　　	 W400-1
　明治 4（1871）3 冊　美濃半　和

博物新編補遺　3 巻　（英）チャンバア著　	 W400-2
　小幡篤次郎訳
　東京　慶応義塾出版局　明治6（1873）3冊　半紙　和

　　　　　　411　算術

洋算例題　6 巻　佐々木綱親編　　　　　	 W411-1
　東京　山中孝之助　明治 9（1876）1 冊　美濃半　和

新撰数学五千題　3 巻　解式 1 巻　大島孝造編	 W411-2
　明治 21（1888）4 冊　半紙半　和

　　　　　　412　代数学

点竄問題集　初編 1 巻　関口開　　　　　	 W412-1
　明治 5（1872）2 冊　美濃半　和

代数軌範　3 巻　中山時三郎編訳　　　　	 W412-2
　東京　中外堂　明治 16（1883）3 冊　半紙　和

　　　　　　418　計算法　確率論

対数表　海軍兵学寮編　　　　　　　　	 W418-1
　明治 5（1872）1 冊　半紙　和

　　　　　　419　和漢算法

（見立算）規矩分等集　万尾時春　　　　　　	 W419-1
　江戸　小川彦九郎　享保 7（1722）2 冊　美濃　和

（最上流）算法天生法指南　5 巻　会田安明　	 W419-2
　江戸　須原屋茂兵衛　文化 7（1810）5 冊　美濃　和

算法円理三台　附佐藤雪山略伝及算法　	 W419-3
　円理三台著者考（西脇済三郎）佐藤雪山（解記）閲　南

亮方編
　小千谷町（新潟県）西脇済三郎　大正 8（1919）2 冊
　半紙　和

算法記　　　　　　　　　　　　　　	 W419-4
　江戸　錦森堂　文政 4（1821）1 冊　美濃半　和

（初学調法）算法稽古宝　　　　　	 W419-5
　京都　杏林軒　文政 10（1827）1 冊　半紙　和

算法通書　3 巻　長谷川弘閲　　　　　　　	 W419-6
　古谷定吉（道生）編
　江戸　山崎屋清七　嘉永 7（1854）3 冊　美濃半　和

割円表　森七蔵（正門）編　　　　　　　　	 W419-7
　江戸　須原屋茂兵衛　安政 5（1858）3 冊　美濃　和

増補算法闕疑抄　巻 4　　　　　　　　　	 W419-8
　刊　1 冊　半紙　和

算法天元樵談集　下巻　追加 3 巻　　　　	 W419-9
　安政 6（1859）写（下沢保躬）2 冊　半紙　和

平立方管見　　　　　　　　　	 W419-10
　万延 2（1861）写　１冊　半紙　和

改算　　　　　　　　　　　　　　　　	 W419-11
　江戸　山田屋庄次郎　安政 4（1857）1 冊　半紙半　和

大増補塵劫記　　　　　　　　　　　　	 W419-12

　刊　1 冊　半紙　和

（実用新式）近世塵劫記　竹井駒哲編　　　	 W419-13
　東京　共合書館　明治 30（1897）1 冊　半紙　和

　　　　　　420　物理学

気海観瀾広義　15 巻　川本孝民（裕）訳　	 W420-1
　東京　稲田佐兵衛　明治刊　5 冊　半紙　和

物理全志　10 巻　宇田川準一訳　　	 W420-2
　東京　青山清吉　明治 9（1876）10 冊　半紙　和

　　　　　　430　化学

舎密開宗　初篇 7 巻（英）賢理著　　　　	 W430-1
　宇田川榕庵（榕）訳
　江戸　青黎閣　天保 8（1837）序刊　7 冊　美濃　和

（増訂）化学訓蒙　8 巻　石黒忠悳訳編　　　	 W430-2
　東京　英蘭堂　明治 6（1873）4 冊　美濃半　和

（増訂）化学訓蒙　8 巻（巻 3,4 欠）　　　　	 W430-2 イ
　石黒忠悳編
　東京　英蘭堂　明治 6（1873）3 冊　美濃半　和

　　　　　　443　恒星

星のしるべ　塩沢孝寛　塩沢光照共著　	 W443-1
　東京　東京測量台　大正 12（1923）1 冊　半紙　和

　　　　　　449　暦学　時法

古暦備考　　　　　　　　　　　　　　	 W449-1
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　享保 11（1726）2 冊　半紙　和

（立表測景）暦日諺解　柳精子　　　　　	 W449-2
　江戸　千鐘房　1 冊　半紙　和

仏国暦象編　5 巻　釈円通　　　　　　　　	 W449-3
　文化 7（1810）5 冊　美濃　和

春秋命暦序考　2 巻　平田篤胤　　　　　	 W449-4
　天保 4（1833）2 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

春秋命暦序考　2 巻　平田篤胤　　　　	 W449-5
　刊　2 冊　美濃　和

前漢歴志弁　1 巻　平田篤胤著　平田鉄胤等補	 W449-5
　写　1 冊　美濃　和

三暦由来記　3 巻　平田篤胤　　　　　　　	 W449-6
　写　3 冊　美濃　和

増補暦略註　　　　　　　　　　　　　　	 W449-7
　江戸　文政 13（1830）1 冊　半紙　和

仮名暦要事　　　　　　　　　	 W449-8
　写（下沢保躬）1 冊　半紙半　和

（陰陽）両暦対照表　文泉堂編　　　　　　	 W449-9
　大阪　編者　明治 10（1877）1 冊　小　和

（御歴代并祭典日曜）和洋年代早見  福田栄造編	W449-10
　東京　編者　明治 13（1880）1 枚　一枚物

　　　　　◇

天保三壬辰暦　　　　　　　　　　　　	 W449.8-1

　江戸　酒井屋忠三郎　天保2（1831）1冊　半紙半　和

嘉永七甲酉暦　　　　　　　　　　　　　	 W449.8-2
　伊勢山田　山口右兵衛　嘉永 6（1853）1 枚

安政六己未暦　　　　　　　　　　　　	 W449.8-3
　江戸　大阪屋長四郎　安政5（1858）1冊　半紙半　和

安政七庚申暦　　　　　　　　　　　　	 W449.8-4
　伊勢山田　山口右兵衛　1 帖　折本

文久三癸亥暦　　　　　　　　　　　　	 W449.8-5
　江戸　大阪屋長四郎　文久2（1862）1冊　半紙半　和

文久四甲子暦　　　　　　　　　　　　	 W449.8-6
　江戸　大阪屋長四郎　文久3（1863）1冊　半紙半　和

文久四甲子暦	 　W449.8-7
　伊勢山田　山口右兵衛　文久 3（1863）1 枚

元治二乙丑暦　　　　　　　　　　　　	 W449.8-8
　江戸　大阪屋長四郎　元治元（1864）1冊　美濃半　和

慶応三丁卯暦　　　　　　　　　　　　	 W449.8-9
　江戸　鱗形屋小兵衛　慶応2（1866）1冊　美濃半　和

慶応三丁卯暦　	 W449.8-9 イ
　江戸　鱗形屋小兵衛　慶応2（1866）1冊　美濃半　和

明治二己巳暦　　　　　　　　　　　　	 W449.8-10
　東京　近江屋新八　明治元（1868）1 冊　半紙半　和

明治三庚午暦　　　　　　　　　　　　　	 W449.8-11
　明治 2（1869）1 帖　小　折本

明治四辛未暦　　　　　　　　　　　　　	 W449.8-12
　明治 3（1870）1 帖　小　折本

明治五年暦（天保暦）　　　　　　　	 W449.8-13
　明治 4（1871）1 帖　小　折本

明治六年太陽暦　　　　　　　　　	 W449.8-14
　奥野庄平　〔明治 5〕（1872）1 冊　美濃年　和

明治六年頒暦（天保暦）　文部省天文局　	 W449.8-15
　東京　椙田徳兵衛　明治 5（1872）1 冊　半紙半　和

明治九年太陽暦　　　　　　　　　　	 W449.8-16
　東京　福室長四耶　明治 8（1875）1 冊　美濃半　和

明治十年太陽暦　　　　　　　　　　	 W449.8-17
　東京　寺井新八　明治 9（1876）1 冊　美濃半　和

明治十一年太陽略本暦　　　　　　　　	 W449.8-18
　東京　椙田徳兵衛　明治 10（1877）1 冊　美濃半　和

明治十五年略本暦　　　　　　　　	 W449.8-19
　東京　椙田現右衛門　明治14（1881）1冊　美濃半　和

明治略本暦　明治 16 〜 23 年　神宮司庁	 W449.8-20
　明治 15 〜 22（1882 〜 89）8 冊　美濃半　和

満州国時憲書　〔満州国〕中央観象台編	 W449.8-21
　新京　国務院　満州大同 3 〜康徳 3（1934 〜 36）4 冊
　美濃　和

康徳三年時憲書　〔満州国〕中央観象台編	 W449.8-21 イ
　新京　国務院　満州康徳 3（1936）1 冊　美濃　和

　　　　　　451　気象学
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弘法大師置文　　　　　　　　　　　　　　　	 W451-1
　慶応 2（1866）写　1 冊　半紙　和

年中運気日和考（東方朔秘伝置文）　　　	 W451-2
　東京　いろは書房　明治 24（1891）1 冊　半紙半　和

増補民用晴雨便覧　巻下　中西敬房　	 W451-3
　明治 17（1884）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　479　被子植物

桜品　附桜弁（山崎嘉）松岡玄達　　　	 W479-1
　大阪　河内屋　文化 2（1805）1 冊　美濃半　和

　　　　　　490.9　和漢医学　蘭法　古方

（栄西禅師）喫茶養生記　2 巻　釈栄西　　	 W490.9-1
　京都　銭屋総四郎　刊　1 冊　美濃　和

方彙　望月三英（乗）　　　　　　　　	 W490.9-2
　享保 18（1733）1 冊　半紙　和

古方便覧　2 巻附腹候図　六角重任編　	 W490.9-3
　大阪　興文堂　文化 3（1806）2 冊　半紙　和

護痘錦嚢　2 巻　石塚汶上（尹）　　　	 W490.9-4
　文政 7（1824）2 冊　半紙　和

志都能石屋講本（一名医道大意）　平田篤胤 W490.9-5
　刊　2 冊　半紙　和

志都能征服講本			平田篤胤　	 W490.9-5 イ
　刊　2 冊　半紙　和

（学訓堂）経方権量略説　附狩谷望之度量沿革表摘録
　喜多村直寛	 W490.9-6
　学訓堂　嘉永 7（1854）（木活）1 冊　半紙　和
　（渋江抽斎旧蔵）

医学蒙求　題辞 1 巻　　　　　　　　　	 W490.9-7
　刊　1 冊　美濃　和

救急摘方　　　　　　　　　　　　　　	 W490.9-8
　写　1 冊　半紙　和

（医経妙薬）病根治法　　　　　　　　　　	 W490.9-9
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

医経原旨　6 巻（清）薜雪集註　　　　	 W490.9-10
　清乾隆 19（1754）序刊　6 冊　半紙　唐（渋江油斎旧蔵）

　　　　　492.7　鍼灸　あんま

十四経穴治法　附鍼灸治法　　　　　	 W492.7-1
　西村市郎右衛門　貞享元（1684）1 冊　半紙　和

雑書　　　　　　　　　　　　　　	 W492.7-2
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　492.79　民間療法

救民必要方　一名簡易養生記　沼義信	 W492.79-1
　江戸　玉巌堂　天保 12（1841）1 冊　美濃半　和

　　　　　　498.3　個人の衛生　健康法

老人必用養草　巻 2　香月啓益（則真）編	 W498.3-1

　刊　1 冊　半紙　和

養生法　松本良順（順）著　山内豊城補註	 W498.3-2
　東京　英蘭堂　明治刊　1 冊　半紙　和

養生篇　2 巻　錦織精之進訳　　　　　	 W498.3-3
　東京　文部省　明治 7（1874）2 冊　半紙　和（百科全書）

　　　　　　498.9　法医学

必有所済　3 巻（内 1 巻欠）　　　　　　	 W498.9-1
　朝鮮写　2 冊　美濃　和

　　　　　　499.9　本草学

（増補）日用食性　7 巻　福田松珀　　　	 W499.9-1
　承応 3（1654）序刊　1 冊　小　和

（増訂）本草備要　2 巻（清）汪昂　　　　	 W499.9-2
　京都　植村藤三郎　享保 14（1729）2 冊　美濃半　和

詩経名物弁解　7 巻　江村如圭　　　　	 W499.9-3
　京都　唐本屋宇兵衛　享保 16（1731）1 冊　半紙　和
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500　工学

　　　　　　510　土木工学

堤防橋梁積方大概　〔旧幕府普請方〕　　	 W510-1
　東京　土木寮　明治 4（1871）1 冊　美濃　和

堤防橋梁組立図　　　　　　　　　　　　	 W510-2
　東京　土木寮〔明治 4〕（1871）1 帖　美濃　折本

　　　　　　520　建築学

作事根元之巻　　　　　　　　　　　　　	 W520-1
　写　1 冊　半紙　和

大工規矩尺集　　　　　　　　　　　　　	 W525-1
　京都　永田調兵衛　元禄 13（1700）3 冊　半紙　和

雑工雛形　第 3 篇（棚雛形）2 巻　大賀範国	 W529-1
　嘉永 3（1850）2 冊　半紙半　和

　　　　　　559　兵器　軍事工学

鈐林必携　上田亮章編　　　　　　　　	 W559-1
　江戸　須原屋茂兵衛　嘉永6（1853）1冊　美濃半　和

鉄熕鋳鑑図　金森錦謙訳　　　　　　　　	 W559-2
　膺懲館　安政 3（1856）1 帖　美濃倍　折本

砲科新論弾道篇（78 章〜 85 章）　　　　　	 W559-3
　大鳥圭介（純彰）
　写　1 冊　美濃　和
　註：自筆本と岩田旧蔵者の識語がある

舶砲新編　首巻上 , 第 1 〜 3 巻上　　　　　	 W559-4

　伊炎葛爾甸著　藤井三郎訳
　写　5 冊　半紙　和

　　　　　　559.9　軍事土木（築城）

百城　（山本勘助流城築平城縄張）　　	 W559.9-1
　写　1 冊　半紙倍　和

百城縄張　　　　　　　　　　　　　　	 W559.9-2
　天保 8（1837）写　1 冊　半紙倍　和

城取稽古口決　山鹿高祐　　　　	 W559.9-3
　嘉永 2（1849）写（岩田保恵）1 冊　美濃　和

（山鹿）城制図　　　　　　　　　　　　　	 W559.9-4
　写　1 冊　美濃　和

城築大源発秘図録　耕道子　　　　　　	 W559.9-5
　嘉永 2（1849）写（岩田保恵）1 冊　美濃　和

城築大源発秘図録家伝秘抄　耕道子　	 W559.9-6
　嘉永写　1 冊　美濃　和

城制図解　松宮俊仍　　　　　　　　　	 W559.9-7
　寛政 12（1800）写（佐野孝徳〕1 冊　美濃　和

父九城図　佐久間景忠　　　　　　　	 W559.9-8
　写　1 冊　美濃　和

築城縄張武功秘伝　　　　　　　　　　	 W559.9-9
　写　1 冊　半紙　和

主図合結紀　10 巻　　　　　　　　	 W559.9-10
　写　5 冊　半紙四倍　和

　　　　　　575　燃料　発火物（火薬　花火）

昼夜合図火薬製錬之法　　　　　　　　　	 W575-1
　天保 13（1842）写　1 冊　横小　和

　　　　　　590　家事（家政学）

婦人宝典　5 巻　大日本女学会編　　　　	 W590-1
　東京　吉川弘文館　明治 41（1908）訂正再版　5 冊
　半紙　和

　　　　◇

裁縫早手引　上原素白　　　　	 W593-1
　江戸　金花堂　享和 3（1803）1 冊　小　和
　別題：たちぬいてびき

　　　　◇

四条家料理秘法書　　　　　　　　　　　	 W596-1
　写　1 冊　半紙　和

料理調法集　石井嘉孝　　　　　　　　	 W596-2
　写　1 冊　半紙　和

四季総菜料理法　　　　　　　　　　　　	 W596-3
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

女重宝記　巻 3　　　　　　　　　　　　	 W598-1
　刊　1 冊　半紙　和

ははのつとめ　2 巻　三島通良編　　　　	 W598-2
　東京　博文館　明治 27（1894） 6 版　2 冊　半紙　和
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（絵入）子供育草　2 巻（米）ゲッセル著　	 W599-1
　村田文夫訳
　東京　稲田佐兵衛　明治 6（1873）2 冊　半紙　和

　　　　　　600　産業

（広益）国産考　8 巻　大蔵永常　　　　　	 W600-1
　大阪　前川文栄堂　明治刊　8 冊　半紙　和
　別題：大日本国産考

　　　　◇

度量衡考　3 巻　物茂卿（荻生双松）　　	 W609-1
　江戸　中村新七　享保 19（1734）1 冊　美濃　和
　（青森県中教院旧蔵）
　内容：度考 1 巻（荻生双松）量考 1 巻（荻生双松）
　衡考 1 巻（荻生観）

皇国度制考　2 巻　平田篤胤　　　　　　	 W609-2
　天保刊　2 冊　美濃　和

（学訓堂）経方権量略説　　　　　　　　	 W490.9-6
　附狩谷望之度量沿革表摘録　喜多村直寛
　学訓堂　嘉永 7（1854）（木活）1 冊　半紙　和
　（渋江抽斎旧蔵）

　　　　　　610　農業

農業全書　10 巻附 1 巻　宮崎安貞編　　　	 W610-1
　貝原楽軒（義質）補
　大阪　三木佐助　元禄10（1697）（後刷）11冊　半紙　和

農業全書　10 巻附 1 巻　宮崎安貞編　　　	 W610-2
　京都　瑞錦堂　天明刊　11 冊　半紙　和

農業全書　巻 1 〜 3　宮崎安貞編　　　	 W610-2 イ
　貝原楽軒（義質）補
　京都　瑞錦堂　天明刊　3 冊　半紙　和

農稼業事　初編上中巻　児島如水　　　	 W610-3
　文政元（1818）2 冊　半紙　和

農家備要　初編 5 巻　河野剛　　　　　　	 W610-4
　倉敷　小塩舎　明治 3（1870）5 冊　半紙　和

斯氏農書　7 巻　斯的墳著　岡田好樹訳　	 W610-5
　東京　勧業寮　明治 8（1875）7 冊　美濃　和

　　　　　　611　農業経済

農政全書　巻 26,27,31（明）徐光啓編　	 W611-1
　平露堂　明刊　2 冊　美濃　唐（稽古館旧蔵）

　　　　　　◇

勧農固本録　2 巻　万尾時春　　　　　	 W611.2-1
　享保 10（1725）2 冊　美濃　和

勧農固本録　2 巻　万尾時春　　　　　	 W611.2-2
　写　2 冊　半紙　和

四民格致重宝記　神尾句暠　　　　　	 W611.2-3
　宝暦 3（1753）1 冊　美濃　和

地方根元記　　　　　　　　　　　　　　	 W611.2-4
　天保 13（1842）写　1 冊　半紙　和

条里図帳考　　　　　　　　　　　　	 W611.2-5
　附本居内遠翁略伝（久米幹文）
　本居内遠著　小中村清矩訂
　明治 17（1884）1 冊　半紙　和

　　　　　　◇
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社倉私議　中井善太（積善）　　　　	 W611.39-1
　写　1 冊　半紙　和

備荒草木図抄　建部清庵（由正）著　　	 W611.39-2
　下沢保躬抄
　明治 20（1887）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

かてもの（米沢藩享和２年版影印）　	 W611.39-3
　米沢　米沢図書館　大正 3（1914）1 冊　美濃半　和

救荒便覧　遠藤白鶴（恭通）　　　　	 W611.39-4
　写（山形宇兵衛）1 冊　半紙　和

救荒事宜　斎藤正謙　　　　　　　　	 W611.39-5
　大垣　敬教堂　慶応 2（1866）1 冊　半紙　和

　　　　　　613　農業理化学

農学簡明　前編 2 巻　志賀雷山訳　　　　	 W613-1
　東京　和泉屋市兵衛　明治 8（1875）2 冊　半紙　和

　　　　　　615　作物栽培　病虫害

農業三事　2 巻　津田仙　　　　　　　	 W615-1
　東京　青山清吉　明治 7（1874）2 冊　半紙　和

　　　　　　625　果樹　園芸

菓木栽培法　8 巻　藤井徹　　　　　　　　	 W615-1
　東京　静里園　明治 9（1876）8 冊　半紙　和

菓木栽培法　8 巻　藤井徹　　　　　　　	 W615-1 イ
　東京　静里園　明治 11（1878）8 冊　半紙　和

　　　　　　629　造園

庭上図秘書（築山山水之図）　　　　　　　	 W629-1
　明治 18（1885）写　1 冊　半紙　和

（築山山水）庭作秘伝　大洋堂編　　　　　　　	 W629-2
　東京　編者　明治 34（1901）1 冊　美濃半　和

　　　　　　630　蚕糸業

桑栽培仕法　　　　　　　　　　　　　　	 W633-1
　東京　東京府物産局　明治刊　1 冊　半紙　和

　　　　　　◇

（実地新験）生糸製方指南　館三郎　　　　　	 W639-1
　東京　吉田屋　明治 7（1874）1 冊　半紙　和

　　　　　　645　家畜

馬伝記　上巻　　　　　　　　　　　　　	 W645-1
　寛保 4（1744）写　1 冊　半紙　和

解馬新書　菊池武樹編　　　　	 W645-2
　嘉永 5（1852）2 冊　美濃　和

相馬要方　朝倉勘解由（元能）　　　　　　	 W645-3
　写　1 冊　半紙　和

相馬要方　朝倉勘解由（元能）　　　　　	 W645-4
　写　1 冊　半紙　和

馬旋之覚　　　　　　　　　　　　　　　	 W645-5
　写　1 冊　半紙　和

馬教相馬一貫伝・馬教療馬一貫伝　　　	 W645-6

　写　1 冊　半紙　和

〔馬書〕　　　　　　　　　　　　	 W645-7
　写　1 帖　美濃半　折本

　　　　　　649　獣医学

仮名安驥集　12 巻　道派叟　　　　　　　	 W649-1
　江戸　須原屋茂兵衛　刊　6 冊　美濃　和
　（稽古館旧蔵）

　　　　　　651　森林経済　経営

林野法規　農商務省山林局編　　　　　　	 W651-1
　明治 32（1899）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　663　水産養殖

金魚養玩草　安達喜之　　　　　　　　	 W663-1
　寛延元（1748）1 冊　小　和

　　　　　　679　会計　簿記

帳合之法　　	 W679-1
　東京　慶応義塾出版社　明治9（1876）4冊　半紙　和
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　　　　　　700　芸術

審美綱領　森林太郎　大村西崖共編　	 W701-1
　東京　春陽堂　明治 32（1899）2 冊　半紙　和

　　　　　◇

鉄網珊瑚　20 巻（明）都穆編　　　	 W704-1
　写　7 冊　半紙　和

　　　　　◇

（美術と信仰誌）夢殿　鵤故郷舎編　　	 W705-1
　奈良　編者　昭和 7 〜 14　16 冊　美濃　和
　内容：
　第 5 〜 7 冊　白鳳之研究
　第８冊　上古太子論叢
　第９冊　太子遺蹟研究
　第 10 冊　塔婆之研究
　第 11 冊　弘仁文化之新研究
　第 12 冊　法隆寺の諸問題
　第 13 冊　法隆寺の銘文
　第 14 冊　続法隆寺研究
　第 15 冊　藤原京研究
　第 16 冊　四天王の研究
　第 17 冊　推古美術の諸問題
　第 18,19 附　綜合古瓦之研究第 1,2 分冊附図

　　　　　◇

芸苑叢書　第 1 集　林縫之助編　　　　　	 W708-1
　東京　図画刊行会　大正 7 〜 9（1918 〜 20）59 冊
　美濃半　和
　内容：
　第 1 冊　浮世絵年表（漆山天童（又四郎）

　第 2 冊　扶桑名公画譜（時習斎（浅井節義）
　第 3 冊　本朝画人伝補遺（西村兼文）
　第 4 冊　画乗要略（白井華陽（景広）
　第 5 冊　雲烟所見略伝（清宮秀堅）
　弟 6 冊　茶席墨宝祖伝考（藤井以正）
　第 7 〜 10 冊　浪華人物誌（岡本撫山）
　第 11,12 冊　江戸諸家人名録（扇面亭編）
　第 13 冊　松陰快談（長野豊山（確）
　第 14 冊　良山堂茶話（阿部良山（温）
　第 15 〜 17 冊　寒檠璅綴（浅野長祚）
　第 18 冊　石亭画談（竹本石亭（正興）
　第 19 〜 22 冊　後素談叢（前田香雪（夏繁）
　第 23 冊　睡菴清秘録（自筆草本影印）（浦上春琴（選）
　第 24 冊　十二刀法洋説（二邨楳山（公忠）
　第 25 冊　学翼（大江資衡）
　第 26 〜 28 冊　装劔奇賞（稲葉通竜）
　第 29 冊　口嗜小史（西田春耕）
　第 30 冊　長崎古今学芸書画博覧（西琴石）
　第 31 冊　松花堂画帖（惺々翁（釈昭乗）
　第 32,33 冊　大雅堂画譜（池野大雅）
　第 34 冊　写山楼描法（谷文晁）
　第 35 冊　高久靄崖四君画冊（高久靄崖（徴）
　第 36 冊　胸中山（亀田鳳斎（長興）
　第 37 〜 39 冊　芥子園翎毛果譜（清　王概編）
　第 40,41 冊　朝陽閣鑑賞金繍帖
　第 42 冊　鍛工廿八気象（北尾紅翠斎）
　第 43,44 冊　浪華擷芳譜（大熊亀陰）
　第 45 冊　深幽印譜
　第 46 冊　松花堂印譜（石清水八幡宮所蔵釈昭乗印）
　第 47 冊　古義堂印譜（伊藤仁斎一家印）
　第 48 冊　応挙印譜附応瑞応震印譜
　第 49 冊　写山楼印譜（谷文晁印）
　第 50 冊　山陽印譜
　第 51 冊　星巌印譜（梁川星巌印）
　第 52 冊　菘翁印譜（貫名海屋印）

　第 53 冊　菘翁印譜補
　第 54 冊　鉄石印譜（藤本鉄石印）
　第 55 冊　椿山印譜（椿椿山印）
　第 56 冊　対山印譜（日根対山印）
　第 57 冊　草雲印譜（田崎草雲印）
　第 58,59 冊　和亭印譜（滝和亭印）

　　　　　◇

（宋周公謹）雲烟過眼録　4 巻編 1 巻　　　　	 W709-1
　（宋）周密著（元）湯允謨続編
　写　2 冊　半紙　和

集古十種（刀剱甲冑馬具）〔松平定信編〕	 W709-2
　刊　1 帖　美濃半　和

集古十種　後編　　　　　　　　　　　	 W709-3
　（古画序・凡例　古画・肖像・人形・服章）
　松平定信編
　東京　松平康民　明治 25（1892）2 冊　半紙四倍　和

（縮写）集古十種　松平定信編　　　　　　	 W709-4
　東京　東陽堂支店　明治 35（1902）8 冊　美濃倍　和
　内容：第1巻　楽器之部　第2巻　甲冑之部　第3巻　馬

具之部　弓矢之部　第4巻　刀剱之部　旌旗之部　第5
巻　印章類　古画　肖像　七祖賛弘法大師真蹟　第6巻

　扁額之部　第7･8巻　定家卿真蹟　小倉色紙　牧渓筆玉
澗八景　文房名物　古画　銅器　第9巻　碑銘　第10巻

　鐘銘

睡菴清秘録（自筆本頼山陽手沢本影印）　	 W708-1
　浦上春琴（選）
　刊　1 冊（芸苑叢書第 1 集第 23 冊）

　　　　　　720　絵画
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清河書画舫　12 巻（巻 3,7,9 〜 12 欠）　　	 W720-1
　（明）張米菴（丑）
　清乾降 28（1763）6 冊　半紙半　唐

（大成和漢）書画集覧　広覚道人編　　　　　	 W720-2
　江戸　文渓堂　弘化刊　1 冊　小　和

古今墨蹟鑑定便覧　巻上　川喜多真彦　	 W720-3
　嘉永 6（1853）1 冊　横小　和

浪華擷芳譜　2 巻　大熊亀陰　　　　　　	 W708-1
　刊　2 冊（芸苑叢書第 43 冊）

漱芳閣書画銘心録　甲篇 2 巻　浅野長祚　	 W720-4
　安政 4（1857）2 冊　美濃半　和

名家書画　下沢保躬編　　　　　　　　	 W720-5
　写　2 帖　美濃半　折本

日本書画人名辞書　青盖居士綸　　　　　	 W720-6
　東京　松栄堂書店　明治 32（1899）2 冊　美濃半　和

日本書画落款印譜　杉原夷山（子幸）編　	 W720-7
　東京　松山堂　大正 9（1920）5 冊　半紙　和

（日本）書画人名辞書　正編 3 巻　続編 3 巻　	 W720-8
　附巻（名家書画談）
　杉原夷山（子幸）　加藤僕堂共編
　東京　松栄堂書店　大正 12（1923）7 冊　半紙　和

元明清書画人名録　2 巻　　　　　　　　	 W720-9
　続書画人名録　2 巻
　彭〔城〕真淵編　宮崎青谷（定憲）続編
　大阪　青木嵩山堂　明治 41（1908）4 冊　半紙半　和

　　　　　　　　721　日本画

扶桑名公画譜　時習斎（浅井節義）　　　	 W708-1
　刊　1 冊（芸苑叢書第 1 集第 2 冊）

画乗要略　白井華腸（景広）　　　　　　　　	 W708-1
　大正 8（1919）1 冊（芸苑叢書第 1 集第 4 冊）

雲烟所見略伝　清宮秀堅　　　　　　　　	 W708-1
　大正 8（1919）1 冊（芸苑叢書第 1 集第 5 冊）

石亭画談　竹本石亭（正興）　　　　　　	 W708-1
　大正 7（1918）1 冊（芸苑叢書第 1 集第 18 冊）

本朝画人伝補遺　西村兼文　　　　　　　	 W708-1
　刊　1 冊（芸苑叢書第 1 集第 3 冊）

後素談叢　4 巻　前田香雪（夏繁）　　　　	 W708-1
　刊　4 冊（芸苑叢書第 1 集第 19 〜 22 冊）

浮世絵年表　漆山天童（又四郎）　　　　	 W708-1
　大正 9（1920）1 冊（芸苑叢書第 1 集第 1 冊）

日本美術画家詳伝　3 巻首 1 巻　続 1 巻　　	 W721-1
　樋口文山編
　大正 7（1918）5 冊　半紙　和

羅馬開催日本美術展覧会に就て　　　　	 W721-2
　横山大観（秀麿）編
　東京　編者　昭和 5　1 冊　半紙　和

　　　　　◇

松花堂画帖　惺々翁（釈昭乗）画　　　　　	 W708-1

　刊　1 帖（芸苑叢書第 1 集第 31 冊）

孟喬和漢雑節　建部綾足　　　　　　　　	 W721-3
　京都　菱屋孫兵衛　明和7（1770）序刊　5冊　美濃　和

建氏画苑　2 巻序 1 巻　建部綾足　　　　	 W721-4
　京都　風月堂　安永 4（1775）3 冊　美濃　和

大画堂画譜　池野大画（無名）　　　　　	 W708-1
　刊　2 帖（芸苑叢書第 1 集第 32,33 冊）

（勝景眺望）山水画譜　広薫斎梅林　　　　　	 W721-5
　文政 9（1826）写　1 冊　半紙半　和

谷文晁画譜　上〔谷文晁〕（正安）画　　	 W721-6
　江戸　刊　1 冊　半紙　和

高久靄崖四君画冊　高久靄崖（微）画　　	 W708-1
　刊　1 帖（芸苑叢書第 1 集第 35 冊）

北斎漫画　第 1 〜 15 編　葛飾北斎（為一）	 W721-7
　名古屋　東壁堂　明治 11（1878）15 冊　半紙　和

漢画石譜　雲峰（秦化鶴）　　　　　　　	 W721-8
　東京　玉林堂　明治 13（1880）1 冊　美濃　和

百三談俳画帖　倉田松濤　　　　　　　　	 W721-9
　東京　雪中庵　大正（1915）1 冊　美濃半　和

現代俳画集　島田勇吉編　　　　　　　	 W721-10
　東京　俳画堂　大正 6（1917）1 冊　美濃　和

素空公墨蘭画存　山県伊三郎画　　　　	 W721-11
　山県公爵伝記編纂会編
　東京　編者　昭和 4　1 帖　美濃　折本
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成海九鬼先生達磨図　　　　　　　　　	 W721-12
　〔九鬼成海（隆一）〕画　小寺謙吉編
　東京　編者　昭和 7　1 冊　半紙　和

　　　　　　722　中国画　東洋画

国朝画識　17 巻　墨香居画識　10 巻　　	 W722-1
　（清）馮金伯編
　清道光 11（1831）12 冊　半紙半　唐

（増訂）支那画家人名辞書　斎藤謙編　　　	 W722-2
　東京　大倉書店　明治 45（1912）2 冊　半紙　和

続支那画家人名辞書　斎藤謙編　　　　	 W722-3
　東京　大倉書店　大正元（1912）2 冊　半紙　和

　　　　◇

芥子園翎毛花果譜			（清）王概編　　　　	 W708-1
　大正 8（1919）3 冊（芸苑叢書第 1 集第 37 〜 39 冊）

　　　　　　724　材料と技法

写山楼描法　谷文晁（正安）　　　　	 W708-1
　刊　1 冊（芸苑叢書第 1 集第 34 冊）

（新訂）漢画指南　第二集 2 巻　井沢保治　　	 W724-1
　東京　大川錠吉　明治 13（1880）1 冊　美濃半　和

絵手本　　　　　　　　　　　　　　　　	 W724-2
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　　　728　書道

茶席墨宝祖伝考　藤井以正　　　　　　	 W728-36
　大阪　生成堂　明和元（1764）1 冊　小　和

茶席墨宝祖伝考　藤井以正　　　　　　　　	 W708-1
　大正 8（1919）1 冊（芸苑叢書第 1 集第 6 冊）

　　　　　◇

東江先生書話　2 巻附 1 巻〔沢田麟著〕　	 W728-1
　橋圭橘編
　明和 6（1769）3 冊　美濃　和

米家書訣		 〔市〕河三亥　　　　　　　　　	 W728-2
　江戸　須原屋伊八　享和元（1801）1 冊　半紙　和

入木道伝書　　　　　　　　　　　　　　	 W728-3
　安政 3（1856）写　1 冊　美濃半　和

秘伝七十二筆勢　　　　　　　　　　　	 W728-4
　写　1 冊　美濃　和

和漢筆道手習指南（和漢字府諺解）3 巻　	 W728-5
　京都　津田藤右衛門　享保 10（1725）3 冊　美濃　和

（増補）新撰古筆名葉集　　　　　　　　　	 W728-6
　安政 5（1858）1 冊　小　和

明治筆蹟集　山岸文蔵編　　　　　　　	 W728-7
　東京　松山文平　明治 11（1878）2 冊　半紙半　和

近古名流手蹟　深山一郎編　　　　　　	 W728-8
　東京　成章堂　明治 34（1901）3 冊　美濃半　和

名家手簡　初集〜 5 集　山内雪香編　　　	 W728-9
　東京　榊原文盛堂　明治 42（1909）10 冊　美濃　和

古人いろは帖　鈴木行三編　　　　　　　	 W728-10
　東京　一星社　大正 4（1915）1 冊　半紙半　和

　　　　◇

〔屏風土代〕（内裏御屏風詩）　　　　	 W718-11
　小野道風書
　寛政 5（1793）1 帖　美濃　折本

〔平清盛自筆願文〕　　　　　　　　　　	 W718-12
　刊（拓）1 冊　美濃　和

寺井養拙書　寺井養拙（子共）　	 W728-13
　宝永 6（1709）1 冊　美濃　和

万象千字文　〔細井〕広沢（知慎）書　　　	 W728-14
　宝暦 8（1758）1 冊　美濃　和

篆書唐詩選　2 巻　関口黄山（忠貞）　　	 W728-15
　〔関〕其寧共著
　宝暦 3,6（1753,56）1 冊　美濃　和

補闕篆体異同歌　　　　　　　　　　　	 W728-16
　常足道人佚山（釈黙隠）
　京都　小川多左衛門　安永 7（1778）1 冊　美濃　和

親和先生書　第 1,2〔三井〕親和書　　	 W728-17
　写　2 帖　折本

東江先生書　〔沢田〕東江（鱗）書　　　　	 W728-18
　写　1 帖　折本

名利帖　橘（加藤）千蔭書　　　　　　　	 W728-19
　江戸　家満茂登　寛政 9（1797）1 帖　半紙　和
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頼山陽実甫帖　頼㐮書　　　　　　　　	 W728-20
　東京　神田孝平　明治 12（1879）1 冊　美濃　和

（山陽先生）真蹟詩帖　頼襄書　　　　　　　	 W728-21
　東京　沈香書閣　明治 12（1879）1 冊　美濃半　和

三体千字文　米葊（市河三亥）書　　　　	 W728-22
　江戸　青藜閣　文化 14（1817）1 冊　美濃　和

和文章かな文　則田渓斎（善助）書　　　	 W728-35
　写　1 冊　美濃　和

真書千字文　佐瀬得所（恒）書　　　　　	 W728-23
　明治 12（1879）1 冊　半紙　和

橘東世子書　橘東世子書　　　　　　　	 W728-24
　写　1 帖　折本

橘東世子刀自書　橘東世子書　　	 W728-25
　写　1 帖　折本

草書千字文　巻菱潭書　　　　　　　　	 W728-26
　明治 20（1887）1 冊　半紙　和

古今和歌集序　多田親愛書　　　　　　	 W728-27
　東京　博文館　明治 36（1903）1 冊　美濃　和

諸変体かな書法　小野鵞堂　　　　　　	 W718-28
　東京　斯華会　刊　1 冊　半紙　和

朱子家訓　細川潤次郎　　　　　　　　	 W728-29
　明治 14（1881）1 帖　折本

詩文歌　　　　　　　　	 W728-30

　写　1 冊　半紙　和

行書千字文　合綴：欧陽永叔酔翁亭記・杜牧之安房宮賦・
司馬温公独楽園記　	 W728-31
　　写　1 冊　美濃　和

〔法帖〕　　　　　　　　　　　　　　　	 W728-32
　写　3 帖　折本

〔法帖〕　　　　　　　　　　　　　　　　	 W728-33
　刊　1 冊　半紙倍　和

手本　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W728-34
　刊　1 帖　折本

　　　◇

墨池編　20 巻附印典 8 巻（清・朱象賢編）	 W728.2-1
　（宋）朱長文編
　清雍正 11（1726）序刊　8 冊　美濃　唐

　　　　◇

洛神賦（草書）（晋）王羲之書　　　　	 W718.2-2
　東京　北畠茂兵衛　明治 17（1884）1 帖　折本

四体千字文　（陳）釈智永書　　　　　	 W728.2-3
　大阪　敦賀屋九兵衛　天保 2（1831）1 冊　半紙　和

唐人雙鈎十七帖　　　　　　　　　　　　	 W718.2-4
　京都　安田万助　元禄 8（1695）1 冊　美濃　和

酔翁亭記（草書）（宋）欧陽脩著　　　	 W728.2-5
　（宋）蘇東坡（軾）書
　明治 38（1905）写（影写）1 冊　半紙　和

蘇東坡赤壁賦　2 巻　（宋）蘇軾書　　　	 W728.2-6
　刊　2 冊　美濃倍　和

米芾墨帖（清蹕帖）（行書）　（宋）米芾書	 W728.2-7
　刊　1 帖　折本

趙子昂大学帖　2 巻　　　　　　　　　　　	 W728.2-8
　（元）趙子昂（孟頫）書
　〔明治刊〕2 帖　折本

三希堂蔵趙松雪手札墨蹟　　　　　　	 W728.2-9
　（元）趙孟頫書
　上海　有正書局　民国刊　1 冊　美濃　唐

董其昌行草書詩翰　（明）董其昌書　　	 W728.2-10
　藤原楚水編
　東京　三省営　昭和 17　1 冊　美濃　和

（画引）十体千字文　（明）孫丕顕編　　	 W718.2-11
　京都　天王寺屋市郎兵衛　宝暦6（1756）1冊　半紙　和

熙寧帖　（清）聞過庭　　　　　　　　	 W728.2-12
　東京　河原田盛美　明治 11（1878）1 帖　折本

庚子消夏録碑帖攷　　　　　　　　　　	 W728.2-13
　（清）孫北海（承沢）
　大阪　辻本信太郎　明治 12（1879）1 冊　小　和

　　　　　　739　篆刻　印譜　落款

十二刀法詳説　二頓楳山（公忠）　　　	 W708-1
　刊　1 冊（芸苑叢書第 1 集第 24 冊）

官私印章鈕式　2 巻　田敬之　　　　　　　	 W739-1
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　刊　1 冊　半紙　和

　　　　　　◇

集古印篆（六書通）4 巻　（清）閔斉伋編　	 W739-2
　秦駘校
　安永 4（1775）1 冊　美濃　和

古今印例　2 巻二編 2 巻　曽根翔卿（正醇）	 W739-3
　江戸　岡田屋嘉七　嘉永 5（1852）4 冊　美濃半　和

日支名家印譜　下中弥三郎編　　　　　　	 W739-4
　東京　平凡社　昭和 9　1 冊　美濃　和

　　　　　　◇

探幽印譜　　　　　　　　　　　　　　　	 W708-1
　刊　1 冊（芸苑叢書第 1 集第 45 冊）

古義堂印譜（伊藤仁斎一家印）　　　　	 W708-1
　刊　1 冊（芸苑叢書第 1 集第 47 冊）

松花堂印譜（石清水八幡宮所蔵釈昭乗印）	 W708-1
　刊　1 冊（芸苑叢書第 1 集第 46 冊）

応挙印譜　附応瑞応震印譜　　　　　　	 W708-1
　刊　1 冊（芸苑叢書第 1 集第 48 冊）

山陽印譜　　　　　　　　　　　　　　　	 W708-1
　刊　1 冊（芸苑叢書第 1 集第 50 冊）

写山楼印譜（谷文晁印）　　　　　　　	 W708-1
　刊　1 冊（芸苑叢書第 1 集第 49 冊）

星巌印譜（梁川星巌印）　　　　　　　　	 W708-1

　大正 8（1919）1 冊（芸苑叢書第 1 集第 51 冊）

椿山印譜（椿椿山印）　　　　　　　	 W708-1
　刊　1 冊（芸苑叢書第 1 集第 55 冊）

菘翁印譜　1 巻補 1 巻（貫名海屋印）　　	 W708-1
　大正 8（1919）2 冊（芸苑叢書第 1 集第 52,53 冊）

鉄石印譜（藤本鉄石印）　　　　　　　	 W708-1
　大正 8（1919）1 冊（芸苑叢書第 1 集第 54 冊）

対山印譜（日根対山印）　　　　　	 W708-1
　刊　1 冊（芸苑叢書第 1 集第 56 冊）

草雲印譜（田崎草雲印）　　　　　　　	 W708-1
　刊　1 冊（芸苑叢書第 1 集第 57 冊）

和亭印譜（滝和亭印）2 巻　　　　　　　　	 W708-1
　刊　2 冊　芸苑叢書第 1 集第 58,59 冊）

　　　　　　　750　工芸美術

万物雛形画譜　初編〜 5 編　　　　　　　	 W750-1
　鮮斎永濯（小林徳宜）
　東京　青雲館　明治 13（1880）5 冊　半紙　和

工芸鏡　2 巻　横井時冬　　　　　　　　　	 W750-2
　東京　六合堂　昭和 2　再販（初版明治 27）2 冊
　美濃半　和

装劔奇賞　3 巻　稲葉通竜　　　　　　　	 W708-1
　刊　3 冊（芸苑叢書第 1 集第 26 〜 28 冊）

　　　　　　751　陶磁工芸

（鑑定備考）日本陶器全書　大西林五郎編　	 W751-1
　東京　松山堂書店　大正 3（1914）4 冊　半紙　和

（鑑定備考）日本陶器全書　大西林五郎編　	 W751-1 イ
　東京　松山堂書店　大正 8（1919）4 冊　半紙　和

（鑑定備考）支那陶磁全書　大西林五郎編　	 W751-2
　東京　松山堂書店　大正 6（1917）4 冊　半紙　和

　　　　　　753　染織工芸

雛形　　　　　　　　　　　　　　　　	 W753-1
　享保 3（1718）写　1 冊　美濃　和

朝陽閣鑑賞金繍帖　2 巻　　　　　　　　　　	 W708-1
　刊　2 冊（芸苑叢書第 1 集第 41,42 冊）

　　　　　　756　金工芸

古今銘尽大全　8 巻（巻 7,8 欠）　　　　　	 W756-1
　元禄 15（1702）3 冊　半紙　和

（慶長以来）新刀弁疑　7 巻追加 1 巻　　　　　	 W756-2
　鎌田魚妙
　安永 8（1779）8 冊　美濃　和

古刀銘尽大全　9 巻　菅原（仰木）弘邦　　	 W756-3
　江戸　汲古堂　寛政 4（1792）9 冊　美濃　和

古刀銘尽大全　9 巻　菅原（仰木）弘邦　	 W756-3 イ
　大阪　文栄堂　明治29（1896）（寛政版後刷）9冊　

美濃　和

古今鍛冶備考　7 巻　山田吉睦　　　　　	 W756-4
　亀峰館　刊　7 冊　美濃　和
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刀剣図考　　　　　　　　　　　　　　　	 W756-5
　写　1 冊　横小　和

鑑賞抜萃　　　　　　　　　　　　　　　	 W756-6
　写　1 冊　横小　和

鑽工廿八気象　北尾紅翠斎画　　　　　　	 W708-1
　大正 8（1919）1 冊（芸苑叢書第 1 集第 42 冊）

甲剣録　2 巻　加治景長伝　杉本保長編　	 W756-7
　刊　2 冊　美濃　和

鎧着用次第			〔伊勢貞丈〕　　　　　　　	 W081-4
　明治 32（1899）1 帖　美濃倍　折本（故実叢書第 30）

義家朝臣鎧着用図　伊勢貞丈　　　　　	 W756-8
　嘉永元（1848）1 冊　美濃　和

甲冑著用弁　2 巻　井上直　　　　　　　　	 W756-9
　江戸　青雲堂　文化 5（1808）2 冊　美濃半　和

甲冑着具之巻　　　　　　　　　　　　	 W756-10
　写　1 冊　半紙半　和

　　　　　　759　人形　玩具

うなゐのとも　清水仁兵衛編　　　　	 W759-1
　東京　木村徳太郎　明治 24（1891）1 冊　美濃　和

　　　　　　767　声楽（民謡）

（正調江差）追分節名歌集　　　　　　　　　	 W767-1
　附歌の唄方尺八の吹方　渡辺柳童（木与之助）
　東京　富文館書店　昭和 3　1 冊　美濃半　和

　　　　　　768　邦楽

魏氏楽譜　魏皓編　　　　　　　　　　　	 W768-1
　寛政 12（1800）写（樋口直行）1 帖　美濃半　和

琵琶譜　上巻　小石山人　　　　　　　　	 W768-2
　清嘉慶 23（1818）1 冊　半紙半　和

印可秘曲之譜　　　　　　　　　　　　　	 W768-3
　写　1 冊　半紙　和

（一節切譜）糸竹古今集　神谷潤亭　　　　　	 W768-4
　伊能一雲
　江戸　文化 2（1805）1 冊　美濃半　和

　　　　　　768.4　浄瑠璃

関八州繋馬　近松門左衛門　　　　　	 W768.4-1
　明治刊　1 冊　半紙　和

神霊矢口渡　　　　　　　　　　　　	 W768.4-2
　福内鬼外（平賀源内（国倫）
　京都 , 大阪　刊　1 冊　半紙　和

（高師直塩治判官）絵本忠臣蔵　　　　	 W768.4-3
　一立斎広重画
　江戸　菊寿円　弘化 3（1846）2 冊　美濃半　和
　内容：仮名手本忠臣蔵

英雄二代之菊水　鳩が原之段　　　　	 W768.4-4
　楠屋形之段　紫曙堂（幸島桂花）
　東京　滑稽堂　明治 22（1889）1 冊　半紙　和

　　　　　　768.5　唄もの

（長唄）月雪花　花　　　　　　　　　　	 W768.5-1
　嘉永 2（1849）1 冊　半紙半　和

　　　　　　770　演劇

書物往来叢書　第 1 輯（演劇編）　　	 W770-1
　石川巌編
　東京　従吾所好社　大正 14（1925）1 冊　美濃半　和
　内容：野郎虫　垣下徒然草　剥野老　野郎三座詫

　　　　　　783　球技

打球規則（有徳院様御創制）　　　　　　　	 W783-1
　安政 4（1857）写（岩田恵則）1 冊　美濃　和

　　　　　　785　水上競技

踏水訣　小堀長順（常春）　　　　　　	 W785-1
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　787　釣魚　遊猟

小金原御狩之記（享保 10 年）2 巻　　　　	 　W787-1
　佐野泰正
　写　2 冊　半紙　和
　別題：小金原御狩日記

羽賀台御狩の記（天保 14 年）　　　　　　　	 W081-3
　冷泉古風（護一）
　明治 24（1891）1 冊（長周叢書第 9 冊）

　　　　　　789　武道

武術流祖録　羽島耀清　池田豊直　　　	 W789-1
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　青山敬直共編
　刊　1 冊　美濃半　和

武門故実百箇条細註　〔伊勢貞丈〕　　　	 W789-2
　写　2 冊　美濃　和

宝蔵院流鑓之書　　　　　　　　　　　　	 W789-3
　写　1 冊　半紙　和

宝蔵院流教外別伝書　　　　　　　　　　	 W789-4
　写　1 冊　半紙　和
　内容：躰格重練鑓合　躰格芸鑓合　付込鑓合　自師自熟

之書　無月鑓合　無月相位鑓合　無月口伝書

宝蔵院流鎌　　　　　　　　　　　　　　	 W789-5
　（三段鎌　鑓稽古問答自笑記）
　写　1 冊　半紙　和

三段鎌書（宝蔵院流）　　　　　　　　　	 W789-6
　写　1 冊　半紙　和

朝政弓之書　　　　　　　　　　　　　　	 W789-7
　延享 2（1745）写　1 冊　半紙　和

奉射的図式　　　　　　　　　　　　　　	 W789-8
　写　1 舗　畳物

騎射古実　　　　　　　　　　　　　	 W789-9
　写　1 冊　半紙　和

大坪入道道禅和州吉野桜苅之条　　　　	 W789-10
　写　1 冊　半紙　和

要馬秘極集　巻 2（鞍之巻）　　　　　　	 W789-11
　刊　1 冊　半紙　和

新高麗流之馬書　　　　　　　　　　　	 W789-12
　写　1 冊　半紙　和

調息伝聞書　　　　　　　　　　　　	 W789-13
　写　1 冊　半紙　和

調息師意　　　　　　　　　　　　　　　　　	W789-14
　万延元（1860）写　1 冊　半紙　和

二拾息伝　　　　　　　　　　　　　　	 W789-15
　写　1 冊　半紙　和

馭法十息・遠乗七伝弁解　　　　　　　	 W789-16
　写　1 冊　半紙　和

遠御秘蘊　　　　　　　　　　　　　　　	 W789-17
　写　1 冊　美濃　和

清末侯匡民君江呈書草稿　　　　　　　	 W789-18
　写　1 冊　半紙　和

清末侯匡民君江呈書草稿　	 W789-19
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　791　茶道

茶経　3 巻　（唐）陸羽　　　　　　　　　　	 W791-1
　京都　宝暦 8（1758）2 冊　美濃　和

煎茶訣　1 巻補 1 巻（清）葉雋　　　　　　	 W791-2
　東京　鹿鳴舎　明治 12（1879）1 冊　小　和

　　　　　　◇

君台観左右帳記　〔能阿弥〕（中尾真能）　	 W791-3
　明治 39（1906）写（宮川宗水）1 冊　半紙　和

（茶道）草人木　3 巻　　　　　　　　　　	 W791-4
　明治 44（1911）写（宮川宗水）3 冊　半紙　和

茶話指月集　2 巻　〔藤村庸軒〕（当直）　	 W791-5
　文政 10（1827）写（藤原惟清）1 冊　半紙　和

茶話指月集　2 巻　〔藤村庸軒〕（当直）　　	 W791-6
　明治 40（1907）写（宮川宗水）1 冊　半紙　和

数奇道具定直段附（茶器価録）　　　　　	 W791-7
　大阪　柏原屋清右衛門　安永9（1780）1冊　横小　和

茶湯独稽古　一雨庵主人抄　　　　　　	 W791-8
　大阪　塩屋忠兵衛　享和元（1801）1 帖　小　折本

茶人花押藪　　　　　　　　　　　　　　	 W791-9
　大阪　河内屋太助　享和 3（1803）1 冊　半紙半　和

茶人家譜集記　　　　　　　　　　　　	 W791-10
　天保 13（1842）写　1 冊　半紙　和

煎茶指南　山本誉編　　　　　　　　　	 W791-11
　明治 14（1881）1 冊　小　和

茗讌図式　　　　　　　　　　　　　　	 W791-12
　明治 14（1881）1 冊　小　和

茶道正伝集　下之五　　　　　　　　	 W791-13
　写　1 冊　半紙　和

（増補茶道）夏木立　　　　　　　　　　	 W791-14
　写　1 冊　半紙　和
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茶道夏木立　下巻　　　　　　　　　　	 W791-15
　写　1 冊　半紙　和

茶の湯評林集　　　　　　　　　　　　	 W791-16
　写　1 冊　半紙　和

茶道抜書集　　　　　　　　　　　　　	 W791-17
　写　1 冊　半紙　和

千家茶事心得・諸器鑑定心得　　　　　	 W791-18
　写　1 冊　半紙　和

利久形茶道具細工人記　　　　　　　　	 W791-19
　写　1 冊　美濃半　和

宗甫公御蔵帳　　　　　　　　　　　　	 W791-20
　（小堀宗甫公御蔵帳・茶器物并蒔絵鑑定心得）
　写（明治）1 冊　半紙　和

数寄屋囲之図　　　　　　　　　　　　　	 W791-21
　写　1 冊　半紙　和

乱飾　附風呂三拾七之図　　　　　　　	 W791-22
　写　1 冊　半紙　和

古儀数奇道茶之湯覚書　　　　　　　　	 W791-23
　写　1 冊　半紙　和

（玉川遠州流）茶道葎集　巻 1　　　　　　	 W791-24
　甘古斎杖信（大森重健）編
　写　1 冊　半紙　和

無苦楽集　第 6（宗甫公百会之記）　　　	 W791-25
　〔大森杖信〕（重健）編

　写　1 冊　半紙　和

茶道むく羅集　巻 10　　　　　　　　　	 W791-26
　〔大森杖信〕（重健） 編
　写　1 冊　半紙　和

（玉川遠州流）茶道無苦楽集　台子之巻　　	 W791-27
　〔大森杖信〕（重健） 編
　写　1 冊　半紙　和

（玉川遠州）茶道葎集　香炉茶の湯　香の茶の湯
　〔大森杖信〕（重健）編　　　　　　　　	 W791-28
　写　1 冊　半紙　和
　合綴：正風秘録　仏式献茶点法之伝　茶道正風秘録

葎集宗甫公百ケ条　　　　　　　　　　	 W791-29
　甘古斎杖信（大森重健）編
　写　1 冊　半紙　和

（玉川遠州）茶道七事式　　　　　　　	 W791-30
　明治 43（1910）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　　793　花道

立華正道集　　　　　　　　　　　　　　	 W793-1
　京都　玉池斎　天和 4（1684）1 冊　美濃　和

正風遠州流挿花独稽古　後編（秘伝抄）　	 W793-2
　貞松斎一馬
　江戸　野田七兵衛　文化 7（1810）1 冊　半紙半　和

古流生花門中百瓶図　関本理遊編　　　　	 W793-3
　文政 7（1824）1 冊　美濃　和

（池御坊御流）生花水揚伝書　　　　　　　	 W793-4

　写　1 冊　半紙　和

挿花稽古百首　中　　　　　　　　　　	 W793-5
　刊　1 冊　半紙　和

（最新実験）挿花水揚法　小林鷺州（治兵衛）	 W793-6
　大阪　花同会　大正 3（1914）1 冊　美濃半　和

（投入盛花）草木の出生　小林鷺州（治兵衛）	 W793-7
　大阪　花同会　大正 6（1917）1 冊　半紙　和

（正花押法）光線之出生　小林鷺州（治兵衛） 	 W793-8
　東京　正花教会　大正 9（1920）1 冊　半紙　和

（いけはな）古今書籍一覧　　　　　　　　	 W793-9
　小林鷺州（治兵衛）
　東京　大日本華道会　大正 13（1924）1 冊　半紙　和

花道全書　初巻 3 巻　　　　　　　　　	 W793-10
　春秋庵薫甫（足立連逸）
　大阪　駸々堂　大正 10（1921）3 冊　半紙　和

　　　　　　　795　囲碁

碁経衆妙　2 巻　船橋元美　　　　　　　	 W795-1
　大坂　浪華日新館　明治 15（1882）2 冊　美濃半　和

囲碁独習定百解　井上保申編　　　　　	 W795-2
　東京　大野万歳館　大正 4（1915）1 冊　半紙　和

囲碁定石講話　鈴木為次郎　　　　　　	 W795-3
　東京　大阪屋号　大正 4（1915）1 冊　半紙　和

互先定石新法　阿部亀治郎　　　　　　	 W795-4
　大阪　博多成象堂　昭和 2　1 冊　半紙　和
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名人囲碁全集　本因坊秀哉　　　　　　	 W795-5
　東京　誠文堂　昭和 5 〜 7　6 冊　美濃　和
　内容：互先布石法（二三四子）布石法　互先定石 3 巻
　　（囲碁）実戦軌範

　　　　　　　796　将棋

（独習速成）将棋定跡解　将棋新報社編　　	 W796-1
　関根金次郎校閲
　東京　大野万歳館　大正元（1912）1 冊　半紙　和

800　語学

　　　　　　810　日本語

文のここ路のうち（文意考）　加茂真淵　	 W810-1
　享和 2（1802）1 冊　美濃　和

言霊満巣鏡　平尾信種　　　　　　　　	 W810-2
　写（鶴屋有節）2 冊　美濃　和

通略延約弁（ことばのすみはな初集）　　	 W810-3
　野之口隆正
　天保 5（1834）1 冊　美濃　和

　　　　　　811　音韻　文字

広益三重韻（正俗字例・両韻弁疑）　　　	 W811-1
　京都　中村五兵衛　元禄 12（1699）1 冊　半紙半　和

（諸説弁断）韻鏡袖中秘伝鈔　巻 7　　　　　	 W811-2
　〔毛利貞斎〕（瑚珀）
　刊　1 冊　半紙　和

字林長歌　源堅　　　　　　　　　　　	 W811-3
　明和 6（1769）1 冊　美濃　和

始製文字考			〔新井白石〕（君美）　　　　	 W811-4
　写　1 冊　半紙　和
　註：同文通考の写本

以呂波釈文　附運筆法　　　　　　　　	 W811-5
　新井白石（君美）著　新井白蛾（祐登）補校
　写　1 冊　半紙　和
　註：以呂波釈文は同文通考よりの抜書

異体字弁　中根元珪（璋）編　　　　　　	 W811-6
　京部　梅村弥与門　刊　1 冊　美濃半　和

三音止譌　2 巻　釈文雄　　　　　　　　　	 W811-7
　大阪　柏原屋清右衛門　天明8（1788）2冊　美濃　和
　（稽古館旧蔵　弘道館旧威）

地名字音転用例　本居宣長　　　　　　	 W811-8
　名古屋　永楽屋東四郎　刊　1 冊　美濃　和

地名字音転用例　本居宣長　　　　　　　	 W811-9
　万延元（1860）写　1 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

古言清濁考　3 巻　石塚竜麿　　　　　　	 W811-10
　享和元（1801）3 冊　美濃　和

音韻断　中下巻　泰山蔚（大喜多巌）　	 W811-11
　京都　菊屋源兵衛　寛政 11（1799）2 冊　美濃　和

万葉用字格　1 巻　釈春登　　　　　　	 W811-12
　文化 15（1818）1 冊　美濃　和

万葉用字格　1 巻　釈春登　　　　　　	 W811-12 イ
　文化 15（1818）1 冊　美濃　和
　（弘前藩学校旧蔵）

万葉用字格　1 巻　釈春登　　　　　　	 W811-12 ロ
　文化 15（1818）1 冊　美濃　和

古史本辞経（五十音義訣）  平田篤胤　　	 W811-13
　嘉永 3（1850）序刊　4 冊　美濃　和

神字日文伝　2 巻附疑字篇　平田篤胤　	 W811-14
　文政 2（1819）3 冊　美濃　和
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仮字類纂　関根江山（為宝）編　　　　　	 W811-15
　東京　早矢仕民冶　明治 30（1897）1 冊　美濃　和

五十音小説		 〔橋守部〕　　　　　　	 W811-16
　天保 12（1841）1 帖　小　折本

傭字例　関〔工藤〕政方　　　　　　　　　	 W811-17
　天保 12（1841）跋刊　1 冊　美濃　和

神字彙　岩崎長世　　　　　　　　　	 W811-18
　慶応元（1865）1 冊　美濃　和

和音口訣抄　　　　　　　　　　　　　	 W811-19
　写（下沢保躬）1 冊　半紙半　和

仮名雑記　　　　　　　　　　　　	 W811-20
　写　1 冊　半紙　和

七ツいろは并絵抄　　　　　　　　　　	 W811-21
　江戸　吉田屋文三郎　刊　1 冊　美濃半　和

日本語の音韻研究　高瀬文淵　　	 W811-22
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　◇

仮名文字遣　釈行阿　　　　　　　　　	 W811-23
　刊（江戸初期）1 冊　美濃　和

和字正濫鈔　5 巻〔釈契仲〕　　　　　	 W811-24
　大阪　渋川清右衛門　元文 4（1739）5 冊　半紙　和

和字大観鈔　2 巻　釈文雄　　　　　　　　	 W811-25
　京都　明和 4（1767）（上巻写本）2 冊　半紙　和

古言梯　楫取魚彦　　　　　　　　　　	 W811-26
　明和 2（1765）序刊　1 冊　半紙　和

古言梯（増補標註書入）　楫取魚彦　　	 W811-27
　大阪　泉屋卯兵衛　刊　1 冊　美濃　和

尚古仮字用格　山本東渓（明清）編　　　	 W811-28
　江戸　岡田屋嘉七　文政 6（1823）1 帖　小　折本

かなづかひ教科書　物集高見　　　　　	 W811-29
　東京　弦巻商店　明治 24（1891）1 冊　半紙　和

　　　　　◇

点例　貝原篤信編　　　　　　　　　　	 W811-30
　元禄 16（1703）（木活）1 冊　美濃半　和

　　　　　　813　辞書

和名類聚抄（大須宝生院残欠本）源順　　　	 W813-1
　享和元（1801）1 冊　美濃　和

倭名類聚鈔　20 巻〔源順〕　　　　　　	 W813-2
　大阪　渋川清右衛門　刊　5 冊　美濃　和

倭名類聚鈔　巻 1 〜 4〔源順〕　　　　　	 W813-3
　刊　1 冊　美濃　和

大和詞（絵入丹緑本）　　　　　　　　	 W813-4
　刊　1 冊　半紙半　和

（増補）大和詞大全　　　　　　　　　　　　	 W813-5
　京都　堺屋仁兵衛　1 冊　横小　和

（校正）増続大広益会玉篇大全　10 巻首 1 巻　	 W813-6

　毛利貞斎（瑚珀）編
　明治 8（1875）12 冊　半紙　和

漢字和訓　巻 1 〜 4　井沢長秀　　　　　　	 W813-7
　刊　1 冊　美濃半　和

和訓栞　第 25（ま之部）〔谷川士清〕　　	 W813-8
　写　1 冊　美濃　和

新撰和訓部類　  〔橋本〕稲彦編　　　　　　	 W813-9
　文化 7（1810）2 冊　美濃半　和

雑字類編　7 巻　柴〔野〕貞穀編　　　　　	 W813-10
　天明 6（1786）2 冊　半紙　和

雑字類編　7 巻　柴〔野〕貞穀編　　　　　	 W813-11
　大阪　河内屋　刊　2 冊　半紙　和

詞葉新稚　富士谷成寿（御杖）　　　　	 W813-12
　京都　葛西市郎兵衛　寛政4（1792）1冊　半紙半　和

道乃枝折　3 巻　萩原元克編　　　　　　　	 W813-13
　江戸　須原屋　文化 11（1814）1 冊　美濃半　和

雅言集覧　巻 1 〜 5　石川雅望編　関豊脩補　	W813-14
　文化 9（1812）序刊　6 冊　半紙　和

くらけのほね　橘由之　　　　　　　　	 W813-15
　嘉永 7（1854）写　1 冊　横小　和

雅語訳解拾遺　村上忠順編　　　　　　	 W813-16
　名古屋　明治 5（1872）1 冊　半紙半　和

新撰字類　松屋貫一編　　　　　　　　	 W813-17
　東京　青山堂　明治 3（1870）1 冊　半紙半　和
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　　　　◇

（改正増字）以呂波韻　2 巻　清地以立　　　	 W813-18
　大阪　河内屋喜兵衛　元禄 12（1699）2 冊　半紙　和
　別題：詩聯大成以呂波韻　詩綱大成以呂波韻

（改正）大増補以呂波韻大全　内田尚長編　	 W813-19
　大阪　浜本伊三郎　明治 28（1895）1 帖　小　折本

平仄字典　林竹次郎　　　　　　　　　	 W813-20
　東京　丙午出版社　大正 12（1923）1 冊　半紙　和

猥褻廃語辞彙　宮武外骨　　　　　　　	 W813-23
　東京　著者　大正 14（1925）謄写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

（熟語類聚）詩学字引　17 巻　藤原良国編　	 W813-21
　安政 5（1858）17 冊　美濃半　別
　別題：詩学字引大成

（熟語類聚）詩学類典　17 巻　　　　　　　	 W813-22
　藤〔原〕良国編
　大阪　青木嵩山堂　明治25（1892）17冊　美濃半　和

　　　　　　814　語彙論

学語編　2 巻　釈大典（顕常）　　　　　　	 W814-1
　京郡　起文堂　明和 9（1772）2 冊　美濃半　和
　（青森県中教院旧蔵）

本朝俚諺（抜写）   井沢長秀編　　　　　	 W814-2
　写　1 冊　半紙　和

（詩歌連俳）異名分類鈔　4 巻〔入江昌喜〕	 W814-3
　寛政 6（1794）2 冊　半紙　和

拠字造語抄　清水浜臣編　　　　　　　　	 W814-4
　写　2 冊　美濃　和

和歌やまと言葉　　　　　　　　　　　　　	 W814-5
　写　1 冊　半紙　和

書家必用　山崎美成編　　　　　　　　	 W814-6
　江戸　青雲堂　嘉永 3（1850）1 冊　美濃半　和

　　　　　　815　文法　語法

かさし抄　3 巻　富士谷成章著　　　　　	 W815-1
　吉川彦富　山口高瑞共編
　明和 4（1767）1 冊　半紙　和

あゆひ抄　5 巻首 1 巻〔富士谷成章〕　　	 W815-2
　京都　葛西市郎兵衛門　安永2（1773）6冊　半紙　和

詞瓊綸　7 巻　本居宣長　　　　　　　	 W815-3
　寛政 4（1792）7 冊　美濃　和
　別題：詞の玉緒

てにをは紐鏡　本居宣長　　　　　　　	 W815-4
　天保 5（1834）1 帖　小　折本

（証歌）飛毛鏡　本居宣長　　　　　　　　	 W815-5
　天保 15（1844）写（鶴屋有節）1 帖　小　折本
　紙脊：虚空蔵菩薩求聞持咒

詞八衢　2 巻　本居春庭　　　　　　　　	 W815-6
　京都　菱屋孫兵衛　文政元（1818）2 冊　美濃　和

　別題：言葉のやちまた

詞八衢　2 巻　本居春庭　　　　　　　　　	 W815-7
　大阪　石田万蘊堂　慶応 2（1866）2 冊　美濃半　和

詞八衢　2 巻　本居春庭　　　　　　　	 W815-7 イ
　明治 3（1870）2 冊　美濃半　和

詞八衢　2 巻　本居春庭　　　　　　　	 W815-7 ロ
　東京　岡島真七　明治 17（1884）2 冊　美濃半　和

（増補標注）詞八衢　2 巻　本居春庭著　　　　	 W815-8
　清水浜臣補
　東京　明治 13（1880）2 冊　美濃半　和

訓八衢補遺（蔭𨂻道）2 巻　中島広足　　	 W815-9
　安政 5（1858）2 冊　美濃　和

助辞本義一覧　橘守部　　　　　　　　	 W815-10
　天保 9（1838）2 冊　半紙　和

言霊のしるべ　中篇 2 巻　黒沢翁満　　	 W815-11
　安政 3（1856）2 冊　美濃　和

詞玉緒縒添　3 巻　中村尚輔　　　　　　	 W815-12
　大阪　河内屋喜兵衛　慶応 4（1868）3 冊　美濃　和

語彙活語指掌　文部省編　　　　　　　	 W815-13
　東京　開成堂　明治 17（1884）1 冊　美濃　和

語彙活語指掌　文部省編　　　　　　	 W815-13 イ
　東京　開成堂　明治 17（1884）1 冊　美濃　和

語彙別記　文部省編　　　　　　　	 W815-14
　東京　開成堂　明治 17（1884）1 冊　美濃　和
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日本文典問答　飯田永夫著　　　	 W815-15
　下沢閑雲（保躬）抄
　写　1 冊　美濃半　和

広日本文典　大槻文彦　　　　　　　　	 W815-16
　東京　著者　明治 31（1898）1 冊　半紙　和

　　　816　作文（枕詞　書簡作法　文範）

いそのかみ　源義亮　　　　　　　　　　	 W816-1
　江戸　寛政 10（1798）1 冊　美濃半　和

いそのかみ　源義亮　　　　　　　　　	 W816-1 イ
　江戸　寛政 10（1798）1 冊　美濃半　和

冠辞例　松山貞主　　　　　　　　　　　	 W816-2
　嘉永 7（1854）写　1 冊　横小　和

冠辞考撮要　　　　　　　　　　　　　　	 W816-3
　写　1 冊　半紙半　和

　　　　　◇

文林良材　　　　　　　　　　　　　　　	 W816-4
　安永 7（1778）写　1 冊　半紙　和

女中重宝日要文章（女用紅葉の錦）　　　	 W816-5
　宝暦 13（1763）1 冊　美濃　和

書翰撮要集・書札口伝　　　　　　　　	 W816-6
　明和 4,5,9（1767,68,72）1 冊　美濃　和
　註：水島卜也──（略）──原田伝内（元陳）──村田

治郎右衛門（信峰）より与えたもの

尺牘写式　釈竺常（顕常）　　　　　　　	 W816-7
　安永 2（1773）1 冊　美濃半　和

訳文童のさとし（訳文童喩）　　　　　　　	 W816-8
　伴蒿蹊（資芳）
　京都　寛政 6（1794）2 冊　美濃　和

増補書状大全（通達仕用書状大全）　　　	 W816-9
　大阪　吉文字屋　文化 2（1805）1 冊　半紙　和

書礼文法　　　　　　　　　　　　　　　	 W816-10
　天保 3（1832）写　1 冊　半紙　和

手簡裁制　安岡文竜編　　　　　　　　	 W816-11
　江戸　須原屋伊八　天保 5（1834） 1 冊　美濃半　和

書礼文法　2 女則（当用書札）　　　　　	 W816-12
　弘化 3（1846）写　1 冊　半紙　和

（枕詞増補）詞艸小苑　平湯鞍　藤原熊在　	 W816-13
　嘉永元（1848）3 冊　半紙半　和

詞の花かたみ　片岡徳四郎　　　　　　	 W816-14
　嘉永 2（1849）4 冊　美濃半　和

雅言用文章　2 巻　黒沢翁満　　　　　　	 W816-15
　嘉永 5（1852）2 冊　美濃　和

歌文用例　ことばの部　　　　　　　　	 W816-16
　刊　1 冊　美濃半　和

文通扣　　　　　　　　　　　　　　　	 W816-17
　明治 28（1895）写　1 冊　半紙　仮和

（絵本）短書用文　鶴田真容編　　　　　　	 W816-18

　明治刊　1 冊　美濃半　和

（童蒙必携）開化文章　巻 3,4　橙園主人　	 W816-19
　東京　祥錦堂　明治 5（1872）1 冊　美濃半　和

（評点）小文軌範　6 巻　読 4 巻　　　　　	 W816-20
　上野道之助編
　東京　宝文閣　明治 11（1878）5 冊　美濃半　和

（作文）記事論説文叢　巻下　久保田梁山　	 W816-21
　東京　水野慶次郎　明治 13（1880）1 冊　半紙　和

高等論説記事簡牘文例　2 巻　今井匡之　	 W816-22
　東京　後藤鋼吉　明治 12（1881）2 冊　美濃半　和

高等論説記事簡牘文例　2 巻　今井匡之　	 W816-22 イ
　東京　後藤鋼吉　明治 14（1881）2 冊　美濃半　和

本朝文範　3 巻　　　　　　　　　　　　	 W816-23
　稲垣千頴　松岡太愿共編
　明治 15（1882）3 冊　半紙　和

記事論説志伝簡牘文例　2 巻　　　　　　	 W816-24
　井口疆蔵　角波郁二共編
　大阪　明治 18（1885）2 冊　美濃半　和

（四季類語）明治女用文　雑部共　　　　　	 W816-25
　三尾重定編
　東京　東崖堂　明治 19（1886）2 冊　半紙　和

記事論説文体軌範　2 巻　福井淳編　　	 W816-26
　大阪　明昇堂　明治 19（1886）2 冊　半紙半　和

（鼇頭類語）記事論説五百題　2 巻　　　　　	 W816-27
　福井淳編
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　京都　明治 22（1889）2 冊　美濃半　和

手紙之文　小野鵞堂（鐧之助）　　	 W816-28
　東京　吉川半七　明治 26（1893）1 冊　半紙　和

新撰手紙文　松濤泰巌　　　　　　　　	 W816-29
　大阪　積善館　大正元（1912）1 冊　半紙　和

手紙と書式　中村春堂　　　　　　　　	 W816-30
　東京　辰文館　大正 3（1914）1 帖　美濃　折本

　　820　中国語

　　　　　　821　音韻　文字

千禄字書　（唐）顔元孫　　　　　　　　	 W821-1
　文化 14（1817）1 冊　半紙　和

字考　1 巻　（明）黄元立著　長谷川良察補　	 W821-2
　森慶造校
　東京　民友社　明治 45（1912）1 冊　半紙　和
　別題：字考正誤

詩韻含英異同弁校本　巻 9〜 18　　　　　	 W821-3
　（清）劉文蔚編　大岡譲校
　京都　中尾新助　明治 12（1879）2 冊　半紙半　和

（増補）詩韻含英異同弁　18 巻　　　　　　	 W821-4
　（清）劉文蔚編　内田尚長補
　京都　明治 12（1879）2 冊　半紙半　和

詩韻含英異同弁　18 巻　（清）劉文蔚編　	 W821-5
　吉岡保道校
　東京　尚古堂　明治 26（1893）2 冊　小　和

詩韻含英異同弁　18 巻　（清）劉文蔚編　	 W821-6
　吉岡保道校
　東京　博文館　明治 36（1903）2 冊　小　和

（増補訂正）詩韻含英異同弁　18 巻　　　	 W821-7
　（清）劉文蔚編　木村良輔増訂
　東京　武田伝右衛門　明治33（1900）2冊　美濃半　和

参考反切例　辻致恭編　　　　　　　	 W821-8
　正徳 5（1715）1 冊　半紙　和
　副題：韻鏡反切

刪増補掌中詩韻箋　青州編　　　	 W821-9
　寛政 2（1790）1 帖　小　折本

新増補詩韻箋　青州編　平田豊愛増補　	 W821-10
　江戸　嘉永 3（1850）1 帖　小　折本

　　　　　　823　辞書

爾雅註疏　11 巻　（晋）郭璞註　　　　　　	 W823-1
　（宋）邢昺疏
　汲古閣　明崇禎元（1628）4 冊　半紙　唐

爾雅註疏　11 巻（晋）郭璞註　　　　　	 W823-1 イ
　（宋）邢昺疏
　汲古閣　明崇禎元（1628）4 冊　半紙　唐
　（弘道館旧蔵）（註：弘前藩江戸の藩学校）

広雅　10 巻　（魏）張楫撰（隋）曹憲音解　	 W823-2
　（明）畢效欽校
　明刊　1 冊　半紙　唐（渋江抽斎旧蔵）

（新刻）釈名　8 巻　（漢）劉煕撰　　　　	 W823-3
　（明）畢效欽校

　明刊　1 冊　半紙　唐（渋江抽斎旧蔵）

（四声韻）字彙　12巻首尾巻 1巻　　　	 W823-4
　（明）海膺祚音釈
　京都　忠興堂　寛文 11（1671）14 冊　美濃　和

（四声韻）字彙　12 巻（巻 2,3,8 欠）　　　	 W823-4 イ
　（明）海膺祚音釈
　日本刊　9 冊　美濃　和

（頭書）字彙　12 巻首尾各 1 巻　　　　　　　	 W823-5
　（明）海膺祚音釈
　鹿角山房　寛文 12（1672）　序刊　15 冊　美濃　和

康熙字典　36 巻首 2 巻　補遺備考各 1 巻　	 W813-6
　（清）張玉書等編
　清康熙 55（1716）序刊　40 冊　半紙　唐

康熙字典　12 集　附総目・検字・弁似・備考・補遺・等韻・
字典琢屑・字典初学索引　各 1 巻	 W823-7
　（清）張玉書等編
　安永 9（1780）41 冊　美濃　和

（頷頭音釈）康煕字典　40 巻　　　　　　　　	 W823-8
　（清）張玉書等編　石川鴻斎（英）音訳
　東京　博文館　明治 25（1892）6 冊　美濃半　和

　　　　　　824　語彙論

清新熟字　　　　　　　　　　　　	 W8224-1
　写　1 冊　半紙半　和

　　　　　　825　文法

（重訂）冠解助語辞　（明）盧以緯著　　　　	 W825-1
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　毛利貞斎（瑚珀）
　享保 2（1717）2 冊　美濃　和

虚字啓蒙　1 巻　附詩用虚字 1 巻　	 W825-2
　（山本北山（信有））　（清）王済師　　　　　　　　　　
　江戸　天保 6（1835）1 冊　美濃半　和

訓蒙用字格　2 巻　伊藤長胤　　　　　　	 W825-3
　正徳元（1711）22

（幼学須知）文家必用　3 巻　　　　　　　　	 W825-4
　人見友竹（直養）
　正徳 5（1715）1 冊　半紙　和

詩家童用字絡　西成喜　　　　　　　　　	 W825-5
　京都　奎文館　享保 5（1720）4 冊　半紙　和
　副題：詩家用字格

訓訳示蒙　5 巻　物茂卿（荻生双松）　　	 W825-6
　江戸　須原屋市兵衛　明和 3（1766）2 冊　半紙　和

訓訳示蒙　5 巻　荻生徂徠（双松）　　　　	 W825-7
　写　2 冊　半紙　和

太史公助字法　巻下　温園（皆川愿）　　	 W825-8
　大阪　柳原喜兵衛　宝暦 10（1760）1 冊　美濃半　和

　　　　　　826　作文

（唐著）写信必読　10 巻　　　　　　　　	 W816-1
　攷正字彙・書契便蒙・算法指掌　（清）唐芸州
　北京　竜文閣　清光緒 34（1908）8 冊　小　唐

草簡牘　2 巻　　　　　　　　　　　　　　	 W826-2
　朝鮮刊　1 冊　美濃　唐

簡牘精要　1 巻　　　　　　　　　　　　　　	 W826-3
　朝鮮刊　1 冊　美濃　唐

文草小成　10 巻　千葉玄之　　　　　　	 W826-4
　江戸　須原屋茂兵衛　天明8（1788）6冊　半紙半　和

初学作文図箋　宗右文編　　　　　　　　	 W826-5
　東京　文行堂　明治 12（1879）1 冊　小　和

　　　　　　827　読本　解釈　会話

（総訳）亜細亜言語集　支那官話部 4 巻　　	 W827-1
　広部精訳
　東京　青山清吉　明治30（1897）3版　4冊　半紙　和

　　　　　　849　その他のテユートン語

和蘭文典　前編　　　　　　　　　　　　	 W849-1
　江戸　山城屋佐兵衛等　安政4（1857）（天保13板）1冊
　美濃　和（稽古館旧蔵）
　註：Maatschappij ： Grammatica of Nederduiche
　　Spraakkunst. 1822. の復刻版

900　文学

　　　　　　910　日本文学

久保之取蛇尾　初篇上中　入江昌喜　　	 W910-1
　刊　2 冊　美濃　和

花月新誌　第 1 〜 5 帙（第 1 〜 50 号）　　　	 W910-2
　成島柳北（弘）編
　東京　花月社　明治 10（1877）5 冊　美濃半　和

　　　　　　911　詩歌

（和歌俳諧）歌語粋金　初編〜三編各 2 巻　　	 W911-1
　羽山和卿（尚徳）編
　東京　同盟舎　明治 14（1881）6 冊　半紙　和

　　　　　　911.1　和歌

歌秘伝　藤原基俊　　　　　　　　　　	 W911.1-1
　写　1 冊　美濃　和

六部抄（八雲口伝　夜鶴抄）・	八雲一言記・和謌二言集・
和謌用意条々・耕雲口伝・桂明抄　　　　　	 W911.1-2
　刊　1 冊　半紙　和

四季物語　鴨長明　　　　　　　　　	 W911.1-3
　写　1 冊　美濃　和

和歌指南　藤原定家　　　　　　　　	 W911.1-4
　刊　1 冊　半紙　和

竹園抄		 〔藤原為顕〕　　　　　　　　	 W911.1-5
　慶応元（1865）写（下沢保躬）1 冊　美濃半　和



和 装 本 目 録 １

79

愚問賢註　釈頓阿　二条良基　　　　	 W911.1-6
　京都　武林市兵衛　寛永 19（1642）1 冊　美濃　和
　
和歌伊勢海　3 巻（中巻欠）　　　　　	 W911.1-7
　京都　出雲寺　享保 5（1720）2 冊　半紙　和

幽斎聞書　2 巻（上巻欠）　細川幽斎（藤孝）	 W911.1-8
　宝暦 5（1755）写　1 冊　美濃　和

（絵入）和歌奥義抄　巻 1,3,4　　　　　	 W911.1-9
　細川幽斎（藤孝）口義　烏丸光広記
　江戸　万屋清兵衛　元禄 15（1702）2 冊　半紙　和

為満卿和歌講談			〔冷泉〕為満　　　　	 W911.1-10
　刊　1 冊　半紙　和

和歌八重垣　第 1〔有賀長伯〕　　　	 W911.1-11
　元禄 13（1700）1 冊　半紙半　和

初学和歌式　巻 1 〜 5〔有賀長伯〕　	 W911.1-12
　刊　1 冊　半紙　和

増補和歌題林抄　〔北村季吟〕　　　	 W911.1-13
　京都　北村四郎兵衛　宝永 3（1706）1 冊　美濃　和

増補和歌題林抄　〔北村季吟〕　　　	 W911.1-14
　安政 2（1855）写（下沢保躬）2 冊　半紙半　和

袖珍哥枕　7 巻目 1 巻　　　　　　　　	 W911.1-15
　宝永 5（1708）4 冊　美濃半　和

歌物語　桂秋斎（多田義俊）　　　　	 W911.1-16
　写　1 冊　半紙　和

国歌八論　荷田在満　　　　　　　　	 W911.1-17

　写　1 冊　半紙　和

歌文要語　1 巻　建部綾足　　　　　　	 W911.1-18
　明和 2（1765）1 冊　半紙半　和

（後篇）端書風俗　建部綾足　　　　　	 W911.1-19
　安永 2（1773）1 冊　半紙半　和

（後篇）端書風俗　建部綾足　　　　　　	 W911.1-20
　写　1 冊　半紙　和

歌道人物志　6 巻目 1 巻　定栄堂主人編	 W911.1-21
　安永 9（1780）7 冊　半紙半　和

石上私淑言　2 巻　本居宣長　　　　	 W911.1-22
　安政 6（1859）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

歌辞要解　2 巻　伴直樹（資規）　　　	 W911.1-23
　文化 3（1806）2 冊　美濃半　和

歌かたり　平（村田）春海　　　　　　	 W911.1-24
　文化 5（1808）1 冊　半紙　和（怜野集附録）

歌袋　6 巻　北辺成寿（富土谷御杖）　	 W911.1-25
　京都　葛西市郎兵衛　寛政 5（1793）2 冊　半紙　和

歌袋　6 巻（巻 1,5 欠）〔富士谷御杖〕　	 W911.1-25 イ
　京都　葛西市郎兵衛　寛政 5（1793）4 冊　半紙　和

掌中秋乃寝覚　　　　　　　　　　　	 W911.1-26
　嘉永 5（1852）1 帖　小　折本

掌中和歌題林抄　尾崎雅嘉　　　　　	 W911.1-27
　寛政 8（1796）1 冊　横小　和

千鳥のあと　中臣親満　　　　　　　	 W911.1-28
　江戸　金花堂　文政2（1819）跋刊　1冊　美濃半　和

千鳥のあと　中臣親満　　　　　　	 W911.1-28 イ
　江戸　金花堂　文政2（1819）跋刊　1冊　美濃半　和

（増補）新撰はし書ぶり　〔石津〕亮澄編　	 W911.1-29
　文政 3（1820）2 冊　美濃半　和

和歌雑体大むね　西村千頴　　　　　	 W911.1-30
　文政 10（1827）1 冊　半紙　和

大幣　1 巻　中川自休　　　　　　　　	 W911.1-31
　天保 6（1835）1 冊　美濃　和

桂園遺文　2 巻　香川景樹著　　　　	 W911.1-32
　鈴木光尚編
　万延元（1860）2 冊　半紙　和

新学異見弁　伊原富寿　　　　　　　	 W911.1-33
　文政 12（1829）1 冊　美濃　和

橘守部大人の歌点　　　　　　　　　	 W911.1-34
　刊　1 枚　1 枚物

歌学提要　内山真弓編　　　　　　　	 W911.1-35
　嘉永 3（1850）1 冊　美濃　和

古調梯　 〔鶴峰戊申〕　　　　　　　　	 W911.1-36
　文政 6（1823）1 冊　横小　和

（今古）和歌うひまなび　8 巻　鈴木重胤編	 W911.1-37
　江戸　名山閣　弘化3（1846）序刊　8冊　半紙半　和

（詞書）葉山の栞　萩原広道　　　　　　	 W911.1-38
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　大阪　嘉永 3（1850）1 冊　美濃半　和

（詞書）葉山の栞　萩原広道　　　　　	 W911.1-38 イ
　大阪　明治刊（嘉永板後刷）1 冊　美濃半　和

（詠歌）心の種　2 巻　萩原広道編　　　	 W911.1-39
　大阪　嘉永 3（1850）2 冊　美濃半　和

寄居歌談　巻 1　藤原（近藤）芳樹　　	 W911.1-40
　弘化 2（1845）1 冊　半紙　和

歌のくさり　　　　　　　　　　　　	 W911.1-41
　写　1 冊　半紙　和

和歌組題集　　　　　　　　　　　　　	 W911.1-42
　刊　1 冊　半紙半　和

歌書抜萃　下沢保躬抄　　　　　　　	 W911.1-43
　明治 20（1887）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

（大八州学会）詠歌邪正論　春日敬三　　	 W911.1-44
　東京　著者　明治 26（1893）1 冊　半紙　和

思ひ出ぐさ　逸見仲三郎著　逸見義亮編	 W911.1-45
　東京　編者　昭和 3　1 冊　半紙　和
　内容：鳥見山中霊畤考　作歌の栞　手向ぐさ

　　　　◇

二十一代集後談　観阿　　　　　　　	 W911.1-46
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

三十六歌仙（絵入）　四条大納言（藤原公任）W911.1-47

　刊　1 冊　美濃　和

名歌尽志　　　　　　　　　　　　　　	 W911.1-48
　写　1 冊　美濃半　和
　内容：古今六歌仙　三十六歌仙　新三十六歌仙

百人一首　下河辺拾水書画　　　　　	 W911.1-49
　明和 9（1772）1 冊　美濃　和

後撰百人一首〔二条良基撰〕　　　	 W911.1-50
　嘉永 6（1853）写　1 冊　半紙　和

百首異見　5 巻　香川景樹　　　　　	 W911.1-51
　文政 6（1823）5 冊　美濃　和

　　　　　◇

夫木和歌集抜書〔藤原長清撰〕　　	 W911.1-52
　釈西順抄
　天和 2（1682）2 冊　美濃半　和

夫木集雑抜書・三玉和歌集抜書・五百重浪抜書
　　	 W911.1-53
　文久 4（1864）写（下沢保躬）1 冊　美濃半　和

明題和歌全集　巻 2　〔今川丁俊編〕　	 W911.1-54
　刊　1 冊　半紙　和

類字名所和歌集　7 巻〔里村昌琢編〕	 W911.1-55
　承応 2（1653）2 冊　美濃　和

鴫羽掻（絵入）3 巻　　　　　　　　	 W911.1-56
　京都　橘屋治兵衛　天明元（1871）1 冊　半紙　和

（和歌）題林愚抄　巻 5　　　　　　　　	 W911.1-57

　〔元禄 5〕（1692）1 冊　半紙　和

（和歌）題林愚抄　9 巻　　　　　　　　	 W911.1-58
　出雲寺文次郎　寛政 4（1792）9 冊　半紙　和

題林愚抄（抄）　　　　　　　　　　	 W911.1-59
　写　1 冊　小　和

仮名題和歌抄　3 巻　句題和歌抄　2 巻	 W911.1-60
　享保 2（1717）1 冊　半紙　和

古今選　本居宣長編　村田並樹校　　	 W911.1-61
　東京　金花堂　文化5（1808）序刊　3冊　美濃半　和

怜野集　恋中　雑 3 巻　清原雄風（蔵）編　	W911.1-62
　江戸　岡田屋嘉七　文化 3（1806）4 冊　半紙　和

怜野集　12 巻　清原雄風（蔵）編　　　	 W911.1-63
　東京　小林新兵衛　明治刊　12 冊　半紙　和

掌中怜野集　清原雄風（蔵）編　　　　	 W911.1-64
　江戸　岡田屋嘉七　刊　1 冊　小　和

掌中怜野集　清原雄風（蔵）編　　　	 W911.1-64 イ
　江戸　尚古堂　刊　1 冊　横小　和

屏風絵題和歌集　〔石津〕亮澄編　　　	 W911.1-65
　文政 3（1820）1 冊　美濃半　和

（説法和歌）釈教題林集　8 巻（巻 7 欠）　	 W911.1-66
　釈浄恵編
　京郡　吉野屋仁兵衛　天保 14（1843）7 冊　半紙　和

古今難題歌集　下沢保躬編　　　　　	 W911.1-67
　写（自筆）1 冊　美濃半　和
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二十一代集後私撰歌集　16 巻（巻 6 欠）　歌人伝 1 巻
　下沢保躬編	 W911.1-68
　写（自筆）16 冊　美濃　和

明治花月歌集　6 巻　下沢保躬編　　	 W911.16-13
　東京　編者　明治 10（1877）3 冊　半紙　和

　　　　　　911.11　記紀歌謡

稜威言別　巻 1 〜 3　橘守部　　　　　	 W911.11-1
　嘉永 3（1850）3 冊　美濃　和

　　　　　　911.12　万葉集

万葉考　2 巻　別記 2 巻　賀茂真淵　　	 W911.12-1
　明治 5（1768）3 冊　美濃　和

万葉考別記抜書　賀茂真淵　　　　　	 W911.12-2
　写（下沢保躬）1 冊　半紙半　和
　合綴：毀誉相半書抜書　鈴屋歌集　和漢英傑名数　雅章

抜書

万葉集目安補正　10 巻　池永秦良　　	 W911.12-3
　寛政 8（1796）序刊　4 冊　美濃　和

万葉集略解　20 巻　加藤千蔭　　　　	 W911.12-4
　名古屋　永楽屋東四郎　文化9（1812）30冊　美濃　和

万葉集略解　巻 3 上下 ,4 上下 ,5　　	 W911.12-4 ロ
　加藤千蔭
　刊　5 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

万葉集佳調　2 巻　長瀬真幸　　　　　	 W911.12-5
　江戸　尚古堂　寛政 6（1794）1 冊　美濃半　和

万葉集注調　2 巻　長瀬真幸　　　　	 W911.12-5 イ
　寛政 6（1794）1 冊　美濃半　和

万葉二聖集　石津亮澄　　　　　　　	 W911.12-6
　大阪　文政 2（1819）1 冊　美濃半　和

万葉集類葉鈔　2 巻　村上円方編　　	 W911.12-7
　刊　2 冊　半紙半　和

万葉集書目　木村正辞編　　　　　　	 W911.12-8
　慶応 3（1867）1 冊　美濃半　和

長歌詞廼珠衣・万葉集緊要抜萃　　　	 W911.12-9
　下沢保躬抄
　写　1 冊　半紙　和

人麿考　関谷真可禰（鉄太郎）　　　	 W911.12-10
　東京　東陽堂　明治 40（1907）1 冊　美濃　和

（越中万葉）かたかごの花　田辺武松　	 W911.12-11
　富山県　著者　昭和 17　1 冊　美濃　和

　　　　　　　911.13　平安時代

二四代集　20 巻　〔藤原定家〕　　　	 W911.13-1
　安政 2（1855）写（下沢保躬）1 冊　半紙半　和
　別題：八代集抄

古今和歌集　〔紀貫之等勅撰〕　　　	 W911.13-2
　写（右近衛中将源博高）1 冊　半紙　和

古今和歌集　〔紀貫之等勅撰〕　　　	 W911.13-3
　京都　勝村治右衛門　宝暦 9（1759）1 冊　美濃　和
　（喜多村文庫旧蔵）

古今和歌集　〔紀貫之等勅撰〕　　　	 W911.13-4
　写（毛内宜応）1 冊　美濃半　和

古今集盧橘　橘由之著　鶴屋有節校　	 W911.13-5
　写（鶴屋有節）6 冊　半紙　和

後撰和歌集〔大中臣能宣等勅撰〕　	 W911.13-6
　刊　1 冊　美濃半　和

後撰集詞のつかね緒　1 巻　本居宣長	 W911.13-7
　享和 2（1802）跋刊　1 冊　美濃　和

拾遺和歌集　　　　　　　　　　　　	 W911.13-8
　刊　1 冊　美濃半　和（奥文庫旧蔵）

金葉和歌集　10 巻〔源俊頼勅撰〕　	 W911.13-9
　刊　1 冊　美濃半　和

金星和歌集　〔源俊頼勅撰〕	 W911.13-9 イ
　刊　1 冊　美濃半　和（奥文庫旧蔵）

詞花和歌集　10 巻〔藤原顕輔勅撰〕　	 W911.13-10
　刊　1 冊　美濃半　和（奥文庫旧蔵）

千載和歌集　20 巻〔藤原俊成勅撰〕　	 W911.13-11
　刊　1 冊　美濃半　和（奥文庫旧蔵）

　　　　　　◇

新撰万葉集　上巻〔菅原道真編〕　	 W911.13-12
　安攻 4（1857）写　1 冊　美濃半　和

　　　　　　◇　家集



和 装 本 目 録 １

82

菅原贈太政大臣歌集〔菅原道真著〕　	 W911.13-13
　謔真治編
　文化 12（1815）1 冊　半紙半　和

曾丹集摘草　曾禰好忠　　　　　　	 W911.13-14
　明治 19（1886）1 冊　美濃半　和

木下狩〔上〕（定家卿鷹三百首註）　	 W911.13-15
　写　1 冊　半紙　和

　　　　911.14　鎌倉・室町時代

新古今和歌集　〔藤原通具等勅撰〕　	 W911.14-1
　刊　1 冊　美濃半　和

新古今和歌集　〔藤原通具等勅撰〕　	 W911.14-2
　京都　文化元（1804）2 冊　半紙半　和

新勅撰和歌集　20 巻　　　　　　　　	 W911.14-3
　〔藤原定家勅撰〕
　刊　1 冊　美濃半　和（奥文庫旧蔵）

新勅撰和歌集　〔藤原定家勅撰〕　　	 W911.14-4
　写　1 冊　美濃半　和

続後撰和歌集　20 巻　〔藤原為家勅撰〕	 W911.14-5
　刊　1 冊　美濃半　和

続後撰和歌集　20 巻　〔藤原為家勅撰〕	 W911.14-5 イ
　刊　1 冊　美濃半　和（奥文庫旧蔵）

続後撰和歌集　20 巻　〔藤原為家勅撰〕	 W911.14-6
　刊　2 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

続古今和歌集　20 巻　〔藤原基家等勅撰〕	 W911.14-7

　刊　1 冊　美濃半　和（奥文庫旧蔵）

新千載和歌集　巻 16 〜 20　〔二条為定勅撰〕	W911.14-8
　刊　1 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

新拾遺和歌集　巻 6 〜 20　〔二条為明勅撰〕 W911.14-9
　刊　3 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

　　　　◇

千首部類　小沢蘆庵（玄中）編　　　	 W911.1-10
　京都　出雲寺　安永 4（1775）1 冊　美濃半　和

　　　　◇　家集

順徳院御集（紫禁和歌草）　順徳天皇　	 W911.14-11
　写　1 冊　美濃　和

為家集　上〔藤原為家〕　　　　　	 W911.14-12
　刊　1 冊　半紙　和

草庵和歌集類題　釈頓阿　　　　　	 W911.14-13
　京都　武林伊兵衛　元禄 8（1695）1 冊　美濃半　和

草菴和歌集類題拾遣　釈頓阿　　　	 W911.14-14
　寛政 2（1790）1 冊　美濃半　和
　内容：詠百首和歌　高野日記　国分寺十楽菴記　愚問賢

注跋　附二条後福光園摂政殿百首

草庵和歌集蒙求諺解　巻 1 〜 3　　　	 W911.14-15
　〔香川〕宣阿
　写（下沢保躬）3 冊　半紙　和

慕景集　附藻景集作者（前田夏蔭）　	 W911.14-16
　太田道灌（持資）

　明治 18（1885）写　1 冊　半紙　和

自然斎宗祇家集　釈宗祇　　　　　	 W911.14-17
　大阪　文化 4（1807）1 冊　美濃　和

春霞集　毛利元就　　　　　　　　　　	 W081-3
　明治 24（1891）1 冊（長周叢書第 16）

　　　　　　911.15　江戸時代

五社奉納和歌　5 巻　植山梅之編　　	 W911.15-1
　江戸　元禄 16（1703）5 冊　半紙　和
　別題：歌林尾花末

新題林和歌集　16 巻　　　　　　　　	 W911.15-2
　江戸　正徳 6（1716）4 冊　半紙　和

新題林和歌集　16 巻　　　　　　　　	 W911.15-2 イ
　江戸　正徳 6（1716）4 冊　半紙　和

新題林和歌集　16 巻（巻 1 〜 3 欠）　	 W911.15-2 ロ
　江戸　正徳 6（1716）13 冊　半紙　和

仙台領地名所和歌　〔藤原吉村編〕　	 W911.15-3
　刊　1 冊　美濃　和

近世公卿歌撰並柿本社御法楽和歌　　	 W911.15-4
　（享保 8 年）
　写　1 冊　半紙　和

平家物語竟宴和歌　三島景雄等　　　	 W911.15-5
　文政 7（1824）1 冊　半紙　和
　合綴：東家歌道血脈伝（遠藤慶道）

紅塵集類題　2 巻　蓮阿（川島茂樹）　	 W911.15-6
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　刊　2 冊　美濃半　和
　別題：紅塵和歌集類題

薄こほり　香川景樹歌判　　　　　　	 W911.15-7
　天保 5（1834）1 冊　美濃　和

掌中草野集　〔木村定良編〕　　　　	 W911.15-8
　江戸　岡田屋嘉七　刊　1 冊　小　和
　別題：掌中類題草野集

今様三十六仙歌集　大江堂梅臣　秋水園落霞共撰
　天保 2（1831）1 冊　半紙　和 W911.15-9

現存歌選　海野遊翁（幸典）　　　　	 W911.15-10
　安政 5（1858）写（下沢保躬）1 冊　半紙半　和

たち花の香　釈観尊編　　　　　　	 W911.15-11
　弘化 4（1847）2 冊　美濃　和

菴のうめ集（契沖阿闍梨百五十回遠忌追悼）　W911.15-12
　顕井摂津編
　大阪　編者　嘉永 3（1850）1 冊　半紙　和

近世名所歌集　初編 3 巻　堀尾光久編	 W911.15-13
　嘉永 4（1851）3 冊　美濃半　和

現存百人一首　〔加藤〕千浪編　　　	 W911.15-14
　安政 7（1860）1 冊　美濃半　和

松杉和歌集　源正光編　　　　　　	 W911.15-15
　文久元（1861）1 冊　美濃半　和

河藻集　2 巻　村上忠順編　　　　　	 W911.15-16
　文久 2（1862）序刊　2 冊　美濃半　和
　別題：詠史河藻歌集

江戸名所和歌集　2 巻　蜂屋光世編　	 W911.15-17
　文久 3（1863）序刊　2 冊　半紙　和

類題千船集　2 巻　二編 2 巻　三編 2 巻　	 W911.15-18
　佐々木弘綱編
　安政 5, 元治 2（1858,65）6 冊　美濃半　和

人物集　春友亭梅秀編　　　　　　　	 W911.15-19
　慶応 3（1867）序刊　1 冊　半紙　和

殉難前草　　〔城〕兼文編　　　　　　　 W911.15-20
　京都　近江屋卯兵衛　慶応3（1867）1冊　美濃半　和

殉難前草　〔城〕兼文編　　　　　	 W911.15-20 イ
　京都　慶応 4（1868）1 冊　美濃半　和

殉難後草　〔城〕兼文編　　　　　　　	 W911.15-21
　京都　慶応 3（1867）1 冊　美濃半　和

殉難後草　〔城〕兼文編　　　　　　　	 W911.15-21 イ
　明治 2（1869）1 冊　美濃半　和

振気篇　国風 1 巻　春荘冗史編　　　	 W911.15-22
　明治 2（1869）1 冊　美濃半　和

芳原竹枝和歌（五才子吟詠）　　　	 W911.15-23
　明治 4（1871）写（下沢保躬）1 冊　美濃　和

近世報国百人一首　転々堂藍泉編　	 W911.15-24
　東京　政栄堂　明治 8（1875）1 冊　美濃半　和

　　　　◇　家集

水戸黄門詩歌　徳川光圀　　　　　　	 W919.5-19

　写　1 冊　半紙　和

漫吟集類題　20 巻　釈契沖著　　　	 W911.15-25
　石津亮澄編
　文化 12（1815）1 冊　美濃半　和

類題老槐和歌集　〔武者小路実蔭〕　　	 W911.15-26
　刊　1 冊　半紙半　和

止静心集　附権大納言持豊卿詠草（柴山持豊）　冷泉為村
　写　1 冊　半紙　和　　　　　　　　　　	W911.15-27

似雲和歌集類題　釈似雲　　　　　	 W911.15-28
　大阪　増田源兵衛　寛政 4（1792）1 冊　小　和

（掌中）賀茂翁家集　3 巻　賀茂真淵著　	 W911.15-29
　村田春海編
　嘉永 3（1850）1 冊　横小　和

県門遺稿　〔清水浜臣編〕　　　　　　	 W911.15-30
　文久 3（1863）写（下沢保躬）1 冊　半紙半　和
　内容：村田春郷家集　小野古道家集　筑波子家集　揖取

魚彦家集

東歌　6 巻　橘（加藤）枝直　　　　　	 W911.15-31
　江戸　瑞玉堂　享和 2（1802）3 冊　半紙　和

六帖詠草　小沢蘆庵（玄中）　　　　	 W911.15-32
　京都　吉田四郎右衛門　文化8（1811）7冊　美濃　和

玉鉾百首〔本居宣長〕　　　　　　	 W911.15-33
　写　1 冊　半紙　和（稽古館旧蔵）

玉鉾百首〔抄〕附大江戸和歌集〔抄〕（蜂屋光世編）
　本居宣長　　　　　　　　　　　　	 W911.15-34
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　写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

正鉾百首解　〔本居宣長著〕　稲掛大平解 W911.15-35
　刊　1 帖　小　折本

鈴屋歌集抜萃　附奥野寿応歌集抜萃　	 W911.15-36
　本居宣長著　下沢保躬抄
　写（下沢保躬）1 冊　横小　和

岡乃屋歌集　2 巻　栗田土満　　　　	 W911.15-37
　享和 4（1804）序刊　2 冊　美濃　和

要語歌　野田成勝　　　　　　　　　	 W911.15-38
　文化 14（1817）1 冊　美濃　和

加豆羅能於知葉　賀茂真淵　　　　	 W911.15-39
　文政 5（1822）1 冊　美濃　和

七体七百首　富士谷成章（御杖）　　	 W911.15-40
　写　1 冊　半紙　和

道のしをり歌あはせ　3 巻　津阪孝綽	 W911.15-41
　天保 6（1835）3 冊　美濃　和

雪月集　下〔穴沢友久母〕　　　　	 W911.15-42
　文政 11（1828）1 冊　美濃　和

倭文舎集　上木清成　　　　　　　　	 W911.15-43
　高山町（岐阜県）上木清根　明治27（1894）1冊
　半紙　和

あさち（浅茅集）　松平楽翁（定信）　	 W911.15-44
　刊　1 冊　半紙半　和

伊布伎廼屋歌集　〔平田篤胤〕　　　	 W911.15-45

　写（鶴屋有節）1 冊　半紙　和

伊布伎廼屋歌集　〔平田篤胤〕　　　	 W911.15-46
　万延 2（1861）写（下沢保躬）1 冊　半紙　和

八日記（やをかの日記）　岩雲花香　	 W911.15-47
　名古屋　永楽屋東四郎　天保2（1831）序刊（木活）
　1冊　美濃　和

佐喜草　2 巻　畠山常操　　　　　　	 W911.15-48
　天保 8（1837）2 冊　美濃　和

桂園一枝　香川景樹　　　　　　　	 W911.15-49
　文政 13（1830）1 冊　美濃　和

桂園一枝　拾遺合刻　香川景樹　　	 W911.15-50
　京都　出雲寺　嘉永 4（1851）1 冊　横小　和

またぬ青葉　香川景樹　　　　　　	 W911.15-51
　天保 6（1835）1 冊　美濃　和

桂の落葉　香川景樹　　　　　　　	 W911.15-52
　江戸　山城屋佐兵衛　天保14（1843）2冊　美濃半　和

柳園家集　2 巻　海野遊翁（幸典）　	 W911.15-53
　京都　出雲寺文次郎　嘉永 6（1853）2 冊　美濃　和

詠経語和歌百首　北村季文　　　　	 W911.15-54
　写　1 冊　半紙　和

干々廼屋集　千種有功　　　　　　　	 W911.15-55
　安政 5（1858）写　1 冊　半紙半　和

なるかの海底石　第二編 2 巻　江沢講修	 W911.15-56
　嘉永 5（1852）序刊　2 冊　半紙　和

うすかすみ　加茂経春　　　　　　　	 W911.15-57
　慶応 2（1866）1 冊　美濃　和

奉納二荒山二百五十首歌　〔戸川〕安清	 W911.15-58
　刊　1 冊　半紙半　和

橘曙覧全集　井手曙覧著　井手今滋編	 W911.15-59
　東京　富山房　明治 36（1903）1 冊　半紙　和
　内容：松籟艸　藁屋詠艸並文集　沽哉集　榊の薫　囲爐

裡譚花廼沙久等

　　　　　　911.16　現代

小御門神社献詠集　その他　　　　　	 W911.16-1
　刊　1 冊（合本）美濃半　和
　内容：小御門神社献詠集第1集（明治13）　諷歌新聞

（明治元）述懐集（明治21）　大東社談第1〜3（明治
14）石綱集（明治22）柳園翁追慕文墨集（明治14）

　従二位前田慶寧侯廿年霊祭（明治27写）　政徳院殿
二十一年御祭和歌并詩　無隠斎渡辺美知六十賀（明治
19）　追善詩歌（明治15）

松の言葉　その他　　　　　　　　　　	 W911.16-2
　刊　1 冊（合本）美濃半　和
　内容：松の言葉　松崎雅六十賀宴祭集（明治15）　

八幡宮献詠歌集（明治16）　佐々陸奥守霊祭集（明治
14,15,17）　佐々藻瑳子七十賀宴集（明治15）

月もるかけ　その他　　　　　　　　	 W911.16-3
　刊　1 冊（合本）美濃半　和
　内容：月もるかけ　第4,5輯（明治19,20）　山家の松

（明治15）真山の清水（明治15）千代の若菜第8号（明
治20）
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明治風月集　その他　　　　　　　　	 W911.16-4
　刊　1 冊（合本）美濃半　和
　内容：明治風月集初編（明治27）　明治哥林第71,92集

（明治28,30）歌文学第28号（明治29）　小戸廼中瀬第
35号（明治25）

花のかたま　第 10 〜 12,17 〜 19 輯　　	 W911.16-5
　大井菅麿　近藤亀松共編
　静岡県　編者　明治 20 〜 29（1887 〜 96）1 冊
　美濃半　和

花園　第 4,19,21 〜 24　花園社編　　	 W911.16-6
　尾道（広島県）　編者　明治 27 〜 29（1894 〜 96）
　1 冊　美濃半　和
　　　　　◇

類題衣手集　3 巻　朝比奈泰吉編　　	 W911.16-7
　東京　和泉屋金右衛門　明治 3（1870）3 冊　美濃半　和

類題衣手集　3 巻　朝比奈泰吉編　	 W911.16-7 イ
　東京　和泉屋金右衛門　明治 3（1870）3 冊　美濃半　和

類題衣手集　3 巻（巻 1 欠）朝比奈泰吉編W911.16-7 ロ
　東京　和泉屋金右衛門　明治3（1870）2冊　美濃半　和

類題新竹集　3 巻　猿渡容盛編　　　	 W911.16-8
　東京　玉巌堂　明治4（1871）序刊　3冊　美濃半　和

古稀賀歌集（関橋守の古稀祝賀歌集）　　	 W911.16-9
　明治 6（1873）1 冊　半紙　和

類題和歌月波集　2 巻　近藤芳樹編　	 W911.16-10
　山口　聚珍堂　明治7（1874）序刊　2冊　美濃半　和

明治歌集　7 巻　橘東世子編　　　　	 W911.16-11
　東京　橘道守　明治 9（1876）7 冊　半紙　和

明治歌集　7 巻（巻 7 欠）　橘東世子編 W911.16-11 イ
　明治 8（1875）6 冊　半紙　和

明治花月歌集（中稿）　下沢保躬編　	 W911.16-12
　写　3 冊　美濃　和

明治花月歌集　6 巻　下沢保躬編　　	 W911.16-13
　東京　編者　明治 10（1877）3 冊　半紙　和

明治花月歌集　巻 6　下沢保躬編	 W911.16-13 イ
　東京　編者　明治 10（1877）1 冊　半紙　和

明治花月歌集　巻 6　下沢保躬編　	 W911.16-13 ロ
　明治 10（1877）1 冊　半紙　和

近世都鄙拾遺和歌集　下沢保躬編　	 W911.16-14
　写（自筆）1 冊　半紙　和

清風明月歌集　第 1 巻　下沢保躬編　	 W911.16-15
　写　1 冊　美濃　和

明治開化和歌集　佐々木弘綱編　　	 W911.16-16
　東京　山中市兵衛　明治 13（1880）2 冊　半紙　和

月瀬梅風集　佐々木弘綱編　　　　	 W911.16-17
　東京　柳瀬喜兵衛　明治 18（1885）1 冊　半紙　和

手向草　櫛田利真編　　　　　　　	 W911.16-18
　明治 17（1884）1 冊　美濃半　和

翁廼松　氏家又治郎（之綱）　渡辺桑月共編 W911.16-19
　東京　明治 18（1885）1 冊　美濃　和

類題秋草集　初編 2 巻　弾琴緒（舜平）編	 W911.16-20
　大阪　桐園　明治 20（1887）2 冊　美濃半　和

類題明治和歌集　2 巻　物集高世撰　	 W911.16-21
　上田維暁編
　大阪　嵩山堂　明治 23（1890）2 冊　美濃半　和

明治歌集　第八編 3 巻　橘道守編　　	 W911.16-22
　東京　椎本唫社　明治 23（1890）3 冊　半紙　和

寄松祝　三沢昭忠編　　　　　　　	 W911.16-23
　綴子村（秋田県）編者　明治23（1890）1冊　半紙　和

寄松祝　三沢昭忠編　　　　　　	 W911.16-23 イ
　綴子村（秋田県）編者　明治23（1890）1冊　半紙　和

春の曙（寄梅祝中山好樹六十賀）　　　	 W911.16-24
　中山文樹編
　島原町（長崎県）編者　明治24（1891）1冊　半紙　和

明治響洋歌集　砂川雄健編　　　　	 W911.16-25
　姫路　編者　明治 24（1891）2 冊　半紙　和

（意義略解）詠史情歌集　　　　　　　	 W911.16-26
　稲迺家実（中野茂三郎）
　東京　榊原友吉　明治 26（1893）1 冊　美濃半　和

仙鶴集（奇山佐藤翁六十一寿）　歌詩之部 W911.16-27
　明治 27（1894）1 冊　半紙　和

仙鶴集（奇山佐藤翁六十一寿）歌詩之部	 W911.16-27 イ
　明治 27（1894）1 冊　半紙　和

めぐみのつゆ（新穂重敬七十七寿）　　	 W911.16-28
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　斎藤普春編
　明治 27（1894）1 冊　半紙　和

めぐみのつゆ（新穂重敬七十七寿）　	 W911.16-28 イ
　斎藤普春編
　明治 27（1894）1 冊　半紙　和

（岡田裕翁）古稀賀集　岡田裕編　　　	 W911.16-29
　大野町（福井県）編者　明治27（1894）1冊　半紙　和

内外詠史歌集　税所敦子編　　　　	 W911.16-30
　東京　明治 28（1895）2 冊　半紙　和

千代の香　菅沼量平編　　　　　　　	 W911.16-31
　東京　編者　明治 28（1895）1 冊　半紙　和

佐美多礼集（贈従二位前田慶寧二十年霊祭追悼歌）
　多賀𪀚編　　　　　　　　　　　　 W911.16-32
　東京　編者　明治 28（1895）1 冊　半紙　和

白かね賀莚歌輯　岡本徳永編　　　	 W911.16-33
　奈良県　編者　明治 28（1895）1 冊　美濃半　和

梅のした風　第 10 輯　滋岡従長編　	 W911.16-34
　大阪　佐野藤一朗　明治 28（1895）1 冊　半紙　和

めぐみのつゆ　六条定光編　　　　	 W911.16-35
　東京　編者　明治 29（1896）1 冊　半紙　和

龢光　塚田作治編　　　　　　　　	 W911.16-36
　筑波町（茨城県）編者　明治29（1896）1冊　半紙　和

龢光　塚田作治編　　　　　　　	 W911.16-36 イ
　筑波町（茨城県）編者　明治29（1896）1冊　半紙　和

昭代集　第 1 編　矢島作郎等編　　　	 W911.16-37
　東京　吉川弘文館　明治 38（1905）2 冊　半紙　和
　共編者：鎌田正夫　千葉胤明

昭代集　第 1 編　矢島作郎等編　　	 W911.16-37 イ
　東京　吉川弘文館　明治 38（1905）2 冊　半紙　和

凱歌の余声　近山与五郎編　　　　	 W911.16-38
　長野　編者　明治 39（1900）1 冊　半紙　和

金井題詠集　荘司益吉編　　　　　	 W911.16-39
　増田町（宮城県）編者　明治40（1907）1冊　半紙　和

千年の蔭　砂川隆雄編　　　　　　　	 W911.16-40
　姫路　編者　明治 41（1908）1 冊　半紙　和

御詠集　吉川宗太郎編　　　　　　	 W911.16-41
　東京　歌道奨励会　明治 43（1910）1 冊　半紙　和

傷心帖　　　　　　　　　　　　　　　　	 W911.16-42
　刊　1 冊　美濃半　和

詠史歌集　第 2 編 2 巻　長沢伴雄編　	 W911.16-43
　和歌山　帯伊書店　大正 2（1913）2 冊　美濃半　和

明治百人一首　末吉勘四郎編　　　	 W911.16-44
　大阪府　編者　大正 4（1915）1 冊　半紙　和

米年寿言　第 1 輯　吉田庫三編　　　	 W911.16-45
　大正 8（1919）1 冊　半紙　和
　註：吉田芳子の八十八寿言集　芳子は吉田松陰の実妹庫

三の実母

菊花余芳　中尾飛佐太編　　　　　　	 W911.16-46
　坂出町（香川県）鎌田共済会図書館　大正12（1923）

1冊　半紙　和

竹の林　竹下文泰編　　　　　　　　	 W911.16-47
　大正刊　1 冊　半紙　和

万喜舎小祥追悼集　逸見義亮編　　	 W911.16-48
　東京　編者　昭和 4　1 冊　半紙　和

皇后宮御歌にこたへ奉る歌　　　　	 W911.16-49
　皇后宮職編
　東京　編者　昭和 16　1 冊　半紙　和

　　　　　◇　家集

水月堂百首（自筆本影印）　松平乗全 W911.16-50
　東京　松平乗承　昭和 2　1 冊　半紙　和

九月堂百首（自筆本影印）　松平乗全 W911.16-50 イ
　東京　松平乗承　昭和 2　1 冊　半紙　和

瑲々室集（ゆらむろ集）　釈弁玉　	 W911.16-51
　明治 12（1879）2 冊　半紙　和

海人のかる藻　大田垣蓮月（誠）　　	 W911.16-52
　京都　明治 3（1870）1 冊　半紙半　和

名越舎翁家集　権田直助著　内海景弓編	 W911.16-53
　大山町（神奈川県）権田一作　明治 31（1898）1 冊
　半紙　和

冬道翁歌集　間島冬道　　　　　　　	 W911.16-54
　東京　間島弟彦　明治 43（1910）2 冊　美濃　和

静居遺稿　近藤芳介　　　　　　　　	 W911.16-55
　東京　近藤久敬　大正 7（1918）2 冊　美濃　和
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台湾歴史歌　関口隆正　　　　　　　	 W911.16-56
　東京　村田直景　明治 33（1900）1 冊　半紙　和

幽囚日詠　2 巻　小杉榲邨　　　　　	 W911.16-57
　東京　小杉美二郎　明治 43（1910）1 冊　半紙　和

秋屋集（あきのや集）　本居豊穎　	 W911.16-58
　東京　著者　明治 35（1902）2 冊　美濃　和

桐のひと葉　烟田真幹　　　　　　	 W911.16-59
　台北　森武美　大正 6（1917）1 冊　半紙　和

桐のひと葉後集　烟田真幹　　　　　	 W911.16-60
　東京　烟田春郷　大正 10（1921）1 冊　半紙　和

藤の下かけ　芝葛鎮　　　　　　　　	 W911.16-61
　東京　芝葛盛　大正 8（1919）1 冊　半紙　和

花筺　前田渼子著　永山近彰編　　	 W911.16-62
　東京　編者　大正 13（1924）1 冊　半紙　和

白牡丹　西尾慎治　　　　　　　　	 W911.16-63
　大正 14（1925）1 冊　美濃半　和

大正天皇御製歌集　2 巻　宮内省編　	 W911.16-64
　東京　編者　昭和 20　2 冊　美濃　和

千秋亭歌集　松平乗承　　　　　　	 W911.16-65
　東京　松平乗統　昭和 4　1 冊　半紙　和

青戸波江先生遣詠　顕彰塾編　　　	 W911.16-66
　東京　編者　昭和 5　1 冊　半紙　和

月の影　2 巻　塚本里子　　　　　　	 W911.16-67

　京都　井上皐玄　昭和 5 序刊　2 冊　美濃　和

つたの葉集　高橋幸村（与三郎）　　	 W911.16-68
　長井町（山形県）著者　昭和 9　1 冊　半紙　和

　　　　　　911.18　歌合

類聚歌合　〔山岡俊明校本）　　　　	 W911.18-1
　写　1 冊　美濃　和

六百番歌合　（左大将家）秋下巻　　	 W911.18-2
　刊　1 冊　美濃　和

（雪月花）鳥二十番歌合　本下長嘯子（勝俊）	 W911.18-3
　刊　1 冊　半紙　和

享和二年冬有哥合事　広幡前秀等　　	 W911.18-4
　写　1 冊　半紙　和
　合綴：歌城歌集（小林元雄）

二十番鳥歌合　仲原章　　　　　　　	 W911.18-5
　文政 3（1820）1 冊　美濃　和

　　　　　　911.19　狂歌

貞柳翁狂歌全集類題　〔榎並〕貞柳（善八）	 W911.19-1
　文化 6（1809）1 冊　美濃半　和

狂歌夜光珠　（順慶町夜店百首）　　	 W911.19-2
　如棗亭栗洞
　大阪　千里亭扇屋利助　文化12（1815）1冊　半紙半　和

俳諧歌兄弟百首　3 巻　　　　　　　　	 W911.19-3
　四方歌垣（北川嘉兵衛）
　刊　3 冊　半紙　和

狂歌百人一首　六樹園（石川雅望）　	 W911.19-4
　江戸　角丸屋　文化 6（1809）1 冊　美濃　和

　　　　　　911.2　連歌

筑波問答　二条良基　　　　　　　　　　	 W081-2
　刊（群書類従第 303 ノ内）

心敬連歌秘事　〔釈心敬〕　　　　　　	 W911.2-1
　元禄 3（1690）写　1 冊　美濃　和

吾妻問答　釈宗祇　　　　　　　　　　	 W081-2
　刊（群書類従第 303 ノ内）

宗祇独吟百員　釈宗祇　　　　　　　	 W911.2-2
　写　1 冊　半紙　和

連集良材　1 巻　　　　　　　　　　　	 W911.2-3
　寛永 8（1631）1 冊　美濃　和

　　　　　　911.3　俳諧

毛吹草　4 巻〔松江維舟〕（重頻）　　	 W911.3-1
　刊　1 冊　美濃半　和

便船集　〔高瀬〕梅盛　　　　　　　　	 W911.3-2
　寛文 9（1669）1 冊　美濃半　和

増山井四季之詞　上巻　〔北村季吟〕　	 W911.3-3
　刊　1 冊　半紙　和

芭蕉翁終焉記　〔榎本〕晋子（其角）　　	 W911.3-4
　明治 19（1886）1 冊　半紙　和
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綾錦　上巻　〔菊岡〕沾涼編　　　　　　	 W911.3-5
　享保 17（1732）序刊　1 冊　半紙　和

きくさかつき　〔正木〕風状　　　　　　	 W911.3-6
　京都　汲古堂　安永 5（1776）1 冊　横小　和

（俳諧）季引席用集　2 巻　　　　　　　　　	 W911.3-7
　〔馬場〕存義遺稿　素月再稿　高〔井〕寛校
　江戸　須原屋伊八　文政元（1818）序刊　2 冊
　美濃半　和
　内題：（伊呂波分）俳言季引

朱紫　巻 1,2　〔越谷〕吾山（秀真）　　	 W911.3-8
　写　1 冊　美濃　和

四季の持扇　山金堂編　　　　　　　　	 W911.3-9
　江戸　花屋久次郎　享和 3（1803）1 冊　横小　和

続俳家奇人談巻上抜萃　　　　　　　	 W911.3-10
　〔竹内玄玄一〕
　明治 19（1886）写　1 冊　半紙　和

俳諧小槌大成　鹿島献可堂編　　　　	 W911.3-11
　大阪　献可堂　文政 6（1823）1 冊　小　和

俳諧四季部類　　　　　　　　　　　　	 W911.3-12
　有昌堂　天保 15（1844）1 冊　横小　和

連俳之式　　　　　　　　　　　　　　	 W911.3-13
　写（諏訪門兵衛（行宅）1 冊　半紙　和

（絵入俳諧）季寄手引草　2 巻　　　　　　	 W911.3-14
　一事庵史琴編
　東京　弘文館　明治 26（1893）2 冊　半紙半　和

　　　　　◇

誹諧羅人集　山口羅人　　　　　　　	 W911.3-15
　寛延 4（1751）1 冊　美濃　和

卯春帖　　　　　　　　　　　　	 W911.3-16
　天明 3（1783）1 冊　半紙　和

（恋百韻）百羽かき　〔大島〕蓼太　　　　	 W911.3-17
　写　1 冊　半紙半　和

類題発句集　夏部　蝶夢編　　　　　	 W911.3-18
　刊　1 冊　美濃半　和

（俳諧）続枯尾花集　2 巻　　　　　　　	 W911.3-19
　〔仁井田〕碓嶺編
　江戸　天保 14, 弘化 2（1843,45）2 冊　半紙半　和

蒼虬翁俳諧集　2 巻　〔成田蒼虬〕　　	 W911.3-20
　弘化 4（1847）2 冊　半紙　和

忠臣蔵見立四季混題三句合　笑山互評	 W911.3-21
　弘化 3（1846）1 冊　半紙　和

俳諧発句題砂子集　八雲竜守編　　　	 W911.3-22
　江戸　万笈堂　嘉永 4（1851）1 冊　美濃半　和
　別題：近世名家題砂子集

夏乃日集　而后等　　　　　　　　　	 W911.3-23
　安政 4（1857）1 冊　半紙　和

花魁集　永壷編　　　　　　　　　　	 W911.3-24
　元治元（1864）序刊　1 冊　半紙　和

のりきぬた　〔幸島〕桂花撰　　　　　	 W911.3-25

　明治 11（1878）1 冊　半紙　和

（俳諧）芳名集　〔幸島〕桂花園編　　　　	 W911.3-26
　明治 12（1879）1 冊　半紙　仮和
　内容：初篇〜25編（秀唫あはせ）第138,139合編（相

模行）
　合綴：宝笑集余興発句合判かき

文台まつり　〔幸島〕桂花　　　　　　	 W911.3-27
　明治 19（1886）1 冊　半紙　和

明治類題発句集　春夏 2 巻　幸島桂花編 W911.3-28
　東京　明治 26（1893）2 冊　半紙半　和
　別題：（明治）発句類題集

明治類題発句集　春夏 2 巻　幸島桂花編 W911.3-28 イ
　東京　明治 26（1893）2 冊　半紙半　和

正風誌　第 12 〜 14,16,19 〜 22 号　　　	 W911.3-29
　光風社編
　静岡　編者　明治 26,27（1893,94）1 冊　半紙　仮和
　合綴：真澄の鏡第2集　しきしま第41,42号（俳諧）稲

舟集　第5号　雪迺屋月並集初集　筑波輯第5号

桂の雫　砂川義制　　　　　　　　　	 W911.3-30
　姫路　砂川雄健　明治 32（1899）1 冊　美濃半　和

　　　　　　911.4　雑俳　川柳

誹諧十八公　寸松堂（鈴鹿知石）　　　	 W911.4-1
　京都　享保 14（1729）1 冊　美濃半　和

土佐句テニハ集　桐島像一編　　　　	 W911.4-2
　東京　編者　昭和 4　1 冊　半紙（横）　和
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（川柳）昭和九年特選集　和田天民子編　	 W911.4-3
　東京　川柳倶楽部社　昭和 10　1 冊　美濃半　和

（川柳）昭和九年特選集　和田天元子編　	 W911.4-3 イ
　東京　川柳倶楽部社　刊　1 冊　美濃半　和

（昭和十年）川柳特選集　和田天民子編　	 W911.4-4
　東京　川柳倶楽部社　昭和 11　1 冊　美濃半　和

（昭和 13年）川柳特選集　和田天民子編　	 W911.4-5
　東京　昭文館　昭和 14　1 冊　美濃半　和

　　　　　　911.6　歌謡

和漢朗詠集　2 巻　　　　　　　　　　　	 W911.6-1
　吉野屋　刊　2 冊　美濃　和

和漢朗詠集　2 巻　　　　　　　　　　　　	 W911.6-2
　江戸　播磨屋勝三郎　弘化5（1848）2冊　美濃半　和

和漢朗詠集注　巻 1 〜 5　北村季吟　　	 W911.6-3
　寛文 10（1670）序刊　1 冊　美濃　和

和漢朗詠集和歌評釈　井上通泰　　　	 W911.6-4
　東京　弘文館　明治 37（1904）1 冊　半紙　和

　　　　　　　911.9　俗曲　俗謡

恋ぐるま（新小唄集）佐々本緑亭　　　　	 W911.9-1
　東京　歌謡出版社　昭和 11　1 冊　美濃半　和

　　　　　　　912.3　謡曲　狂言

宝生正本　宝生重英編　芳賀矢一校　	 W912.3-1
　東京　わんや謡曲書肆　大正10（1921）38冊　半紙　和

　内容：
　内１巻　高砂　田村　熊野　班女　鵜飼
　内２巻　難波　兼平　千手　卒都婆小町　舟弁慶
　内３巻　老松　頼政　井筒　鉢木　羽衣
　内４巻　鶴亀　実盛　玉葛　柏崎　融
　内５巻　養老　清経　采女　葵上　遊行柳
　内６巻　竹生島　朝長　姨捨　三井寺　阿漕
　内７巻　志賀　鵺　大原御幸　梅枝　紅葉狩
　内８巻　蟻通　忠度　楊貴妃　木賊　藤戸
　内９巻　嵐山　景清　杜若　黒塚　当麻
　内 10 巻　賀茂　俊寛　松風　西行桜　誓願寺
　内 11 巻　呉服　八島　鸚鵡小町　桜川　東岸居士
　内 12 巻　海人　鞍馬天狗　定家　蝉丸　猩々
　内 13 巻　竜田　敦盛　半蔀　隅田川　善知鳥
　内 14 巻　春日竜神　船橋　江口　花筐　源氏供養
　内 15 巻　山姥　通盛　檜垣　富士太鼓　小塩
　内 16 巻　芦刈　是界　芭蕉　通小町　天鼓
　内 17 巻　右近　女郎花　関寺小町　高野物狂　望月
　内 18 巻　三輪　安宅　東北　錦木　雲林院
　内 19 巻　氷室　盛久　求塚　道成寺　唐船
　内 20 巻　邯鄲　殺生石　野宮　百万　自然居士
　外１巻　放生川　箙　藤　籠太鼓　国栖
　外２巻　和布利　熊坂　吉野静　小袖曽我　小鍛冶
　外３巻　項羽　春栄　砧　花月　車僧
　外４巻　草薙　羅生門　弱法師　夜討曽我　須磨源氏
　外５巻　西王母　大仏供養　六浦　歌占　野守
　外６巻　威陽宮　俊成忠度　草紙洗　松虫　石橋
　外７巻　松尾　橋弁慶　葛城　放下僧　錦戸
　外８巻　金札　忠信　三山　竹雪　鷺
　外９巻　弓八幡　経政　胡蝶　鳥追　大会
　外 10 巻　岩船　生田敦盛　摂侍　満仲　鍾馗
　外 11 巻　絵馬　巴　小督　鉄輪　調伏曽我
　外 12 巻　飛雲　七騎落　雨月　綾鼓　絃上
　外 13 巻　大蛇　檀風　昭君　三笑　舎利
　外 14 巻　枕慈童　土蜘　祇王　巻絹　谷行

　外 15 巻　張良　正尊　賀茂物狂　大江山　烏帽子折
　外 16 巻　皇帝　藤栄　雲雀山　禅師曽我　来殿
　〔別巻〕翁　蘭曲
　〔附巻〕宝生流謡曲正本節扱ひ

謡曲二百番（巻 1,2 欠）　　　　　　	 W912.3-2
　刊（江戸初期）1 冊　美濃半　和

〔謡本〕巻 4　　　　　　　　　　　　	 W912.3-3
　刊　1 冊　半紙半　和

高砂（観世流）　　　　　　　　　　　	 W912.3-4
　松本本町（信州）高美屋甚左衛門　刊　1 冊　美濃半　和
　合綴：羽衣

謡本　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-5
　写　1 冊　半紙半　和
　内容：西王母　安宅　高砂　橋弁慶　小袖曽我　夜討曽我

〔謡本〕　　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-6
　写　1 冊　半紙　和
　内容：箙　田村　実盛　誓願寺　葛城

（大観）小謡大全集（観世百卅番当流）	 W912.3-7
　江戸　錦森堂　刊　1 冊　美濃半　和

下懸小謡百番　　　　　　　　　　　　	 W912.3-8
　京都　中野宗左衛門　正徳 3（1713）1 冊　美濃半　和

下懸囃謡大成（八十番）　　　　　　	 W912.3-9
　刊　1 冊　美濃半　和

小うたひ百三十一番　　　　　　　　	 W912.3-10
　江戸　吉田屋文三郎　刊　1 冊　半紙　和
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　　　　　　913.3　平安時代物語

竹取物語抄　2 巻　小山伯鳳（儀）　　　	 W913.3-1
　天明 4（1784）2 冊　美濃　和

伊勢物語（絵入）　　　　　　　　	 W913.3-2
　刊　1 冊　半紙半　和

伊勢物語拾穂抄　北村季吟　　　　　	 W913.3-3
　延宝 8（1680）2 冊　美濃　和

よしやあしや　〔上田秋成〕　　　　　	 W913.3-4
　寛政元（1789）1 冊　美濃　和

伊勢物語口伝　7 巻　　　　　　　　　　	 W913.3-5
　文政 6（1823）写（今田熊次郎高貞）7 冊　半紙　和

伊勢物語秘書・源氏物語・徒然草秘書　	 W913.3-6
　写　1 冊　美濃半　和

多武峰少将物語並考証　丸林孝之考証	 W913.3-7
　文政 8（1825）1 冊　美濃　和

大和物語　2 巻　　　　　　　　　　　　　	 W913.3-8
　京都　平楽寺　慶安元（1648）2 冊　美濃　和
　（稽古館旧蔵）

　　　　　◇　源氏物語

〔源氏物語〕（絵入）　　　　　　　　　	 W913.3-9
　京都　八尾勘兵衛　承応 3（1654）26 冊　美濃　和
　（稽古館旧蔵）
　内容：6）すゑつむ花　7）もみちの賀　8）花の宴　

11）花ちる里　12）すま　14）みをつくし　18）松か
ぜ19）うす雲20）あさかお　22）たまかづら　24）こ

てう　25）ほたる　26）とこ夏27）かゝり火　28）野
わき　31）まきはしら　33）藤のうら葉34）若菜上　
40）みのり　44）竹かは　46）はし姫　47）椎本48）
あげまき　49）さわらび　53）かけろを　55）夢の浮橋

源氏物語　附山路の露 1 巻　系図 1 巻　引歌 1 巻
　刊　27 冊　半紙半　和 W913.3-10

湖月鈔　他行孝行　　　　　　　　　　	 W913.3-11
　村上勘左衛門　延宝元（1673）27 冊　美濃　和
　蔵書印：稽古館蔵，弘前学問所
　内容：花敬呈　螢　松枝　藤裏葉　若菜上　若菜下　柏

木　横笛　夕霧　御法　幻　句宮　紅晦　竹河　福原　
椎本　総角　早蕨　宿木　市日　浮舟　蜻蛉　手習　夢
浮橋　年立上下　系図

紫文あまのさへづり（絵入）　　　	 W913.3-12
　第 1 冊 4 巻　多賀半七
　江戸　須原茂兵衛　享保 8（1723）1 冊　美濃　和
　内容：桐壺　帚木　空蝉

源語梯　3 巻　　　　　　　　　　　　	 W913.3-13
　天明 4（1784）1 冊　半紙半　和

源語梯　3 巻　　　　　　　　　　　　　	W913.3-13 イ
　天明 4（1784）1 冊　半紙半　和

紫文製錦　8 巻〔橋本〕編音　　　　　	 W913.3-14
　大阪　伊丹屋善兵衛　文化4（1807）2冊　美濃半　和

小萩が本　1 巻　稲本稲彦　　　　　　	 W913.3-15
　文化 4（1807）1 冊　半紙半　和
　別題：紫文消息

掌中源氏物語系図　山川常典　　　　	 W913.3-16

　江戸　英文蔵　天保 15（1844）1 帖　小　折本

源氏物語講義　桐壷之巻　　　　　　	 W913.3-17
　鈴木弘恭講義　小串隆筆記
　東京　柳河梅次郎　明治 17（1884）1 冊　半紙　和

新編紫立　一名題俗流氏物語　　　　　　　	W913.3-18
　増田干信記
　東京　誠之堂書店　明治37（1904）10冊　美濃半　和

　　　　◇　歴史物語

果往物語　40 巻（巻 15,16 欠）　　　　	 W913.3-19
　惣目録并系図 1 巻
　京都　今出川林和泉操　明暦 2（1656）20 冊　美濃半　和

栄華物語詳聊　14 巻　首 3 巻　　　　　	 W913.3-20
　和田英松　佐藤球共著
　東京　明治書院　明治 40（1907）17 冊　半紙　和

大鏡　8 巻　久米幹文校　　　　　　　	 W913.3-21
　東京　吉川半七　明治 24（1891）4 冊　半紙　和

大鏡　8 巻　久米幹文校　　　　　　	 W913.3-21 イ
　東京　吉川半七　明治 24（1891）4 冊　半紙　和

　　　　　　913.4　鎌倉・室町時代物語

鳴門中将物語　附考証　岸本由豆流考証	 W913.4-1
　文化 14（1817）刊　1 冊　美濃　和

　　　　◇　歴史物語

（増訂）増鏡　中下巻　　　　　　　　	 W913.4-2
　萩野由之　松井簡治　関根正直共編
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　東京　六合館　明治 34（1901）2 冊　半紙　和

　　　　◇　軍記物語

保元物語講義　2 巻　三木五百枝　　　	 W913.4-3
　東京　誠之堂書店　明治 33（1900）2 冊　半紙　和

平家物語（片仮名）12 巻　　　　　	 W913.4-4
　刊（江戸初期）12 冊　美濃　和

（新板絵入）平家物語（平仮名）　　　　	 W913.4-5
　巻 2 〜 12（一方検校本）
　京都　延宝 5（1677）11 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

太平記（絵入）巻 1 〜 4　　　　　　	 W913.4-6
　刊　1 冊　美濃半　和

義経記講義　巻 1　蔵田国秀　　　　　	 W913.4-7
　京都　村上勘兵衛　明治 35（1902）1 冊　半紙　和

　　　　◇　室町時代

結城軍物語　2 巻　　　　　　　　　　	 W913.4-8
　刊　1 冊　美濃　和

四十二のものあらそひ　山本明清校　	 W913.4-9
　文政元（1818）1 冊　美濃　和

富士の人穴由来記　　　　　　　　　	 W913.4-10
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　913.5　江戸小説

　　　　　◇　仮名草紙

尤之双紙　　　　　　　　　　　　　	 W913.51-1
　寛永 11（1634）2 冊　美濃　和

武者物語　2 巻　松田一楽（秀任）　　	 W913.51-2
　京都　荒木利兵衛　明暦 2（1556）2 冊　美濃　和

女郎花物語（絵入）　　　　　　　	 W913.51-3
　刊　1 冊　半紙半　和

釈迦如来一代記（絵入）8 巻　　　	 W913.51-4
　江戸　須原屋茂兵衛　元禄 6（1693）4 冊　美濃　和

住吉相生物語（絵入）第 5　一無軒道冶	 W913.51-5
　河勝又兵衛　延宝 6（1678）1 冊　美濃　和
　別題：住吉歌枕詞

　　　　◇　浮世草紙

（武道）真砂日記（絵入）5 巻　　　　	 W913.52-1
　月尋堂　明和 9（1772）5 冊　美濃　和

（立身招福）商人軍配記　一名出世早合点　	 W913.52-2
　〔江島其磧著〕川島信清画
　大阪　宋栄堂　文化 15（1818）4 冊　美濃　和

（新画図入）俊徳丸一代記　5 巻　　　　	 W913.52-3
　大阪　和泉屋卯兵衛　天明 8（1788）5 冊　美濃　和

　　　　◇　洒落本

人情腹之巻　3 巻後編 3 巻　　　　　　	 W913.53-1
　鼻山人（細川浪次郎）
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇　人情本

女朝比奈節操伝　3 巻　柳亭主人　　	 W913.54-1
　〔文政 10〕（1827）3 冊　美濃半　和

仮名文章娘節用　後篇中下巻　曲山人	 W913.54-2
　江戸　天保 4（1833）2 冊　美濃半　和

（正史実伝）いろは文庫　巻 11 〜 38,40 〜 42	W913.54-3
　為永春水著　渓斎英泉等画
　江戸　刊　31 冊　美濃半　和

　　　　◇　滑稽本

和荘兵衛　遊谷子　　　　　　　　　	 W913.55-1
　写　1 冊　半紙　和

（異国奇談）和荘兵衛　遊谷子　　　　	 W913.55-2
　写　1 冊　半紙　和

天狗髑髏鑑定縁起　　　　　　　　　	 W913.55-3
　風来山人（平賀源内）
　写　1 冊　美濃半　和

（仏法奇瑞）菩提樹之弁　　　　　　　　	 W913.55-4
　風来山人（平賀源内）
　写　1 冊　半紙　和

（東海）道中膝栗毛　後編下 , 第 7 編下　	 W913.55-5
　十返舎一九（重田貞一）
　刊　2 冊　美濃半　和

身延詣滑稽花の鹿毛　第 2 篇上　河間亭	 W913.55-6
　文化 7（1810）1 冊　美濃半　和

妙々奇談（絵入）巻上　周滑平　　	 W913.55-7
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　刊　1 冊　美濃半　和

　　　　◇　読本　実録物

通俗三国志　50 巻　〔文山〕　　　　　	 W913.56-1
　大阪　玄海堂　明治刊（天明 5 板）26 冊　美濃　和

通俗三国志　巻 49,50　〔文山〕　　	 W913.56-1 イ
　京都　天明 5（1785）1 冊　美濃　和

絵本通俗三国志　初篇〜 7 篇各 10 巻　第 8 篇 5 巻
　女川著　池田東籬亭校　葛飾戴斗画	 W913.56-2
　京都,大阪　天保7〜12（1836〜41）75冊　半紙　和

通俗漢楚軍談　15 巻　　　　　　　　	 W913.56-3
　夢梅軒章峰　望京南徽菴共著
　京都　元禄 8（1695）20 冊　美濃　和

通俗唐太宗軍鑑　巻 15,16　　　　　	 W913.56-4
　刊　2 冊　美濃　和

本朝水滸伝（絵入）10 巻　建部綾足	 W913.56-5
　京都　安永 2（1773）2 冊　美濃　和

絵本太閤記　初編 12 巻（巻 1 欠）　第 2 編 12 巻
　岡田玉山（尚友）画作	 W913.56-6
　文久元（1861）23 冊　半紙　和

絵本太閤記　初編〜 7 編各 12 巻　　　	 W913.56-7
　岡田玉山（尚友）画作
　東京　国書刊行会　大正 6（1917）12 冊　半紙　和
　（家庭絵本文庫）

前太平記図会　6 巻　　　　　　　　	 W913.56-8
　（巻 1 下 , 巻 2 上下 , 巻 5 上欠）秋里籬島（舜福）

　享和 3（1803）8 冊　美濃　和

絵本合邦辻　10 巻　速水春暁（恒章）画 	 W913.56-9
　文化元（1804）10 冊　半紙　和

絵本敵討孝女伝　6 巻（巻 5 欠）　　　	 W913.56-10
　〔岡田鼎〕画作
　刊　5 冊　半紙　和
　別題：（宮城野志乃婦）絵本敵討白石話

新編水滸画伝　50 巻　　　　　　　	 W913.56-11
　曲亭馬琴（滝沢解）高井蘭山（伴寛）共訳編
　東京　三教書院　昭和 10　5 冊　美濃半　和

新編水滸画伝　50 巻　　　　　　	 W913.56-11 イ
　曲亭馬琴（滝沢解）高井蘭山（伴寛）共訳編
　東京　三教書院　昭和 10　5 冊　美濃半　和

（報讐奇話）那智の白糸　5 巻　　　　　	 W913.56-12
　高井蘭山（伴寛）校　蹄斎北馬画
　大阪　河内屋長兵衛　文政 6（1823）5 冊　半紙　和

（箭口神霊感得奇聞）新田義統功臣録　　	 W913.56-13
　前後各 5 巻　小枝繁著　葛飾北斎画
　大阪　岡田茂兵衛　文化3（1806）序刊　10冊　半紙　和
　別題：（矢口神霊）新田功臣録

（近世怪談）霜夜星　5 巻　柳亭種彦著　	 W913.56-14
　葛飾北斎画
　文化 5（1808）5 冊　半紙　和

（報怨珍話）とかえり花　5 巻　　　	 W913.56-15
　良々軒器水著　盈斎北岱画
　文化 5（1808）序刊　5 冊　半紙　和

一休諸国物語図会　5 巻　　　　　　	 W913.56-16
　平田止水編　菱川清春画
　京都　天保 7（1836）5 冊　美濃　和

釈迦御一代図会　6 巻　山田意斎著　	 W913.56-17
　葛飾北斎画
　弘化 2（1845）6 冊　美濃　和
　別題：釈尊御一代記図会

（忠孝名誉）三十六佳撰　為永春水著　	 W913.56-18
　歌川国直画
　弘化 2（1845）5 冊　半紙　和

義経勲功記（絵入）5 巻　第 2 編 5 巻　	 W913.56-19
　永楽舎一水
　嘉永 6（1853）10 冊　半紙　和

（今古実録）赤穂精義参考内侍所　巻 3　	 W913.56-20
　東京　栄泉社　明治 15（1882）1 冊　半紙　和

（今古実録）参考源平盛衰記　16 巻　　	 W913.56-21
　東京　栄泉社　明治 16（1883）3 冊　半紙　和

（古今実録）真書太閤記　第 1 〜 12 篇各 3 巻W913.56-22
　東京　栄泉社　明治 15（1882）12 冊　半紙　和

真書太閤記　巻 1 〜 12,21 〜 26　　　	 W913.56-23
　天保 6（1835）写　6 冊　半紙　和

　　　　　◇

大岡政要実録　20 巻　　　　　　　	 W913.56-24
　写　5 冊　美濃　和

大岡政要録　10 巻　　　　　　　　　	 W913.56-25
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　写　5 冊　半紙　和
　別題：大岡仁政録

敵討貞享筆記　10 巻　　　　　　　　	 W913.56-26
　写　5 冊　半紙　和

（大江伝記）鎌倉見聞志　　　　　　　　	 W913.56-27
　上編巻 3 〜 27　中編 25 巻　下編 25 巻（巻 4 〜 6 欠）
　写　26 冊　半紙　和

西国順礼敵討　地之巻　　　　　　　	 W913.56-28
　写　1 冊　半紙　和

真田三代実記　　　　　　　　　　　	 W913.56-29
　初編 30 巻（巻 1 〜 10 欠）第二編 30 巻　第三編 30 巻
　（巻 11 〜 20 欠）第 4 編 30 巻　第 5 編 30 巻
　写　13 冊　美濃　和

三庄太夫実記　2 巻　　　　　　　　　	 W913.56-30
　天保 3（1832）写　2 冊　半紙　和

酒顛童子由来記（頼光記）　　　　	 W913.56-31
　弘化 5（1848）写　1 冊　半紙　和

太平朝日軍記　25 巻（巻 9,13,14,17,22 欠）	 W913.56-32
　写　20 冊　美濃　和
　別題：石田軍記

中将姫無径記　第 3　　　　　　　　	 W913.56-33
　写　1 冊　半紙　和

（校正）平井記　　　　　　　　　　　	 W913.56-34
　写　1 冊　半紙　和

平井権八比翼塚由来　　　　　　　　	 W913.56-35

　文化 3（1806）写　1 冊　半紙　和

油井根元記　5 巻　　　　　　　　　	 W913.56-36
　正徳元（1711）写　1 冊　美濃半　和

油井根元記　5 巻　　　　　　　　　	 W913.56-37
　写　5 冊　半紙　和

油井根元記　	 W913.56-38
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　◇合巻物

殺生石後日怪談　初編〜 5 編　　　　	 W913.58-1
　曲亭馬琴（滝沢解）作　歌川国貞　渓斎英泉画
　東京　国書刊行会　大正 6（1917）2 冊　半紙　和
　（家庭絵本文庫）

新編金瓶梅　第 1,2 輯　　　　　　　　	 W913.58-2
　曲亭馬琴（滝沢解）作　歌川国安　歌川国貞画
　東京　国書刊行会　大正 7（1918）1 冊　半紙　和
　（家庭絵本文庫）

富士据うかれの蝶鵆　　　	 W913.58-3
　柳亭種彦作　池田英泉画
　江戸　蔦屋　天保 2（1831）1 冊　美濃半　和

偐紫田舎源氏　第 3 〜 22,25,29 編　　	 W913.58-4
　柳亭種彦作　歌川国貞画
　江戸　鶴屋　天保 2 〜 9（1831 〜 38）22 冊　美濃半　和

邯鄲諸国物語　第 1 〜 18 編　　　　　	 W913.58-5
　柳亭種彦作　笠亭仙果作（策 9 〜 18 編）
　歌川国貞　歌川豊国画
　江戸　栄久堂　天保 5 〜嘉永 7（1834 〜 54）18 冊

　美濃半　和

邯鄲諸国物語　柳亭種彦　笠亭仙果作　	 W90.58-6
　歌川国貞　歌川豊国画
　東京　国書刊行会　大正 6（1917）5 冊　半紙　和
　（家庭絵本文庫）

稗史水滸伝　第 1 〜 20 編　　　　　　	 W913.58-7
　山東庵京山等作　歌川国芳画
　東京　国書刊行会　大正 6（1917）4 冊　半紙　和
　（家庭絵本文庫）
　共著者：柳亭種彦（7〜10編）笠亭仙果（11〜15編）

松亭金水（16〜20編）

乳母冊子　第 9 編　　　	 W913.58-8
　山東庵京伝作　歌川国貞画
　刊　1 冊　美濃半　和

其由縁鄙俤　初編〜 14 編　　　　　　	 W913.58-9
　一筆庵（池田英泉）等作　歌川豊国　歌川国貞画
　江戸　錦昇堂　弘化 4 〜安政 5（1847 〜 58）14 冊
　美濃半　和
　共著者：柳下亭種貞（7 〜 11 編）笠亭仙果（12 〜 14 編）

新編朝日譚　第 2 編　　　　　　　　	 W913.58-10
　（二世）柳亭種彦（笠亭仙果）作　落合芳幾画
　江戸　上州屋　慶応 2（1866）1 冊　美濃半　和

室町源氏胡蝶巻　初篇〜 26 篇　　　	 W913.58-11
　（二世）柳亭種彦（笠亭仙果）等　歌川国貞画
　江戸　蔦屋　慶応 2 〜明治 16（1866 〜 83）26 冊
　美濃半　和
　共著者：山々亭有人（23,24 篇）久保田彦作（25,26 篇）

明鴉墨画廼裲襠　第 11,13 編　　　　	 W913.58-12
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　（二世）柳亭種彦（笠亭仙果）著　歌川国貞（二世）画
　東京　蔦屋　明治 7（1874）2 冊　美濃半　和

八犬伝いぬの草紙　第 16,21,38,41,42	 W913.58-13
　笠亭仙果作　歌川国貞（二世）画　
　東京　蔦屋　明治 14（1881）5 冊　美濃半　和

かな読八犬伝　　　　　　　　　　	 W913.58-14
　初編〜 4,7 〜 12,15 〜 24,29,30 編
　（二世）為永春水（春笑）等作　一勇斎国芳画
　江戸　文渓堂　弘化 5 〜慶応 2（1845 〜 66）11 冊
　美濃半　和
　共著者：曲亭琴童（17 〜 24 編）仮名垣魯文（29,30 編）

かな読八犬伝　第 7 編〜 25 編　　　	 W913.58-14 イ
　（二世）為永春水（春笑）作　一勇斎国芳画
　江戸　6 冊　美濃半　和

花曇朧夜草紙　初編〜 5 編　　　　　	 W913.58-15
　（二世）為永春水（春笑）作　歌川国貞画
　江戸　錦森堂　安政 4 〜文久 2（1857 〜 62）5 冊
　美濃半　和

音紀久小倉色紙　初編〜 5 編　　　　	 W913.58-16
　柳条亭種長作　歌川国貞画
　東京　辻岡屋文助　明治 13（1880）（安政板後刻）3 冊
　美濃半　和

釈迦八相倭文庫　第 1 〜 21 編　万亭応賀	 W913.58-17
　東京　三教書院　昭和 10　2 冊　美濃半　和

柳蔭月朝妻　第 2 編　　　　　　　　	 W913.58-18
　山々亭有人（条野採菊）作　歌川国貞（二世）画
　東京　林吉蔵　明治刊　1 冊　美濃半　和

（魁題）百撰相　第 1,3 編　　　　　　	 W913.58-19
　東京　大橋堂弥七　明治 2,3（1869,70）1 冊　美濃半　和

　　　　　　913.7　講談　落語　笑話集

落噺生鯖船　玉虹楼一泉編　柳川重信画　	 W913.7-1
　天保 7（1836）1 冊　美濃半　和

　　　　　　914　随筆　小品　評論

官家文藻　2 巻　追加 2 巻　　　　　　　　	 W914-1
　写　4 冊　美濃　和

　　　　　◇　平安時代随筆

鴨長明〔方丈記〕（絵入）鴨長明　　　	 W914.4-1
　天和 4（1684）1 冊　半紙半　和

鴨長明方丈記諺解　2 巻　　　　　　　　	 W914.4-2
　元禄 7（1694）1 冊　半紙　和

方丈記捷解　1 巻　井上喜文訳　　　　	 W914.4-3
　東京　杉本書店　明治 27（1894）1 冊　半紙　和

　　　　◇　室町時代随筆

（新板絵入）つれつれ草　2 巻　　	 W914.45-1
　正徳 2（1712）2 冊　美濃　和

鉄槌　4 巻〔青木宗胡〕　　　　　　	 W914.45-2
　刊　2 冊　美濃　和

徒然草諸抄抜書　　　　　　　　　　　	 W914.45-3
　写　1 冊　美濃　和

徒然草講義　2 巻　伊藤平章　　　　　	 W914.45-4
　東京　誠之堂書店　明治刊　2 冊　半紙　和

　　　　◇　江戸時代随筆　俳文

風俗文選　五老井許六（森川百仲）　　	 W914.5-1
　京都　野田弥兵衛　宝永 3（1706）9 冊　美濃　和
　註：巻 9 は下沢保躬の補写

風俗文選明治諺解　下沢保躬　　　　	 W914.5-2
　写（自筆）1 冊　美濃　和

本朝文鑑　9 巻　　　　　　　　　　　　	 W914.5-3
　蓮二房（各務支考）編　渡部狂（各務支考）註
　享保 3（1718）2 冊　美濃　和

文栞　7 巻　〔山岡浚明編〕　　　　　	 W914.5-4
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 7（1778）2 冊　半紙　和

鶉衣（抜萃）　横井也有（時般）　　　　	 W914.5-5
　写（下沢保躬）1 冊　半紙半　和

時文摘紕　村田春梅　　　　　　　	 W914.5-6
　弘化 3（1846）写　1 冊　美濃　和

文苑玉露　2 巻　蓮阿（川島茂樹）　　	 W914.5-7
　文化 12（1815）跋刊　　2 冊　美濃半　和

松屋文集　2 巻　後集 3 巻　藤井高尚　	 W914.5-8
　文化 8, 文政 11（1811,28）5 冊　美濃　和

近世名家遺文集覧　萩原広道編　　　	 W914.5-9
　嘉永 2（1849）2 冊　美濃半　和
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不繋舟　滋野（岩下）貞融　　　　　　	 W914.5-10
　江戸　青雲堂　安政 5（1858）3 冊　美濃　和

　　　　　◇　現代随筆

夢路の日記　大橋巻子　	 W914.6-1
　慶応 4（1868）写　1 冊　半紙　和

ゆめのあと　石川貞直　　　　　　　	 W914.6-2
　秋田県　石川理紀之助　明治 22（1889）1 冊　美濃半　和

　　　　　　915　日記　紀行

土佐日記　1 巻〔紀貫之〕　　　　　　	 W915.3-1
　京都　秋田屋平左衛門　万治3（1660）1冊　美濃　和

（定家本）土佐日記　1 巻　　　　　　　　	 W915.3-2
　土佐日記地理弁　1 巻　附解説　白石勉編
　高知　和泉陳平　大正14（1925）3冊　15.3×16cm　和

（首書）土佐日記纂註　楢崎隆存　　　　	 W915.3-3
　大阪　中野啓蔵　明治 16（1883）2 冊　小　和

土佐日記釈義　館森鴻編　　　　　　　	 W915.3-4
　東京　尚栄堂　明治 29（1896）1 冊　半紙　和

更科日記講義　大塚彦太郎　　　　　	 W915.3-5
　東京　誠之堂書店　明治 32（1899）1 冊　半紙　和

　　　　　◇　江戸時代

本曾の山文　連阿法師　　　　　　　　	 W915.5-1
　写　1 冊　半紙　和

富士一覧記　梅月堂（香川）宣阿　　　	 W915.5-2

　天保 5（1834）1 冊　美濃　和

富士日記　賀茂季鷹　　　　　　　　	 W915.5-3
　文化 11（1814）1 冊　美濃　和

樺島浪風記　2 巻　中島広足　　　　　	 W915.5-4
　天保 4（1833）序刊　1 冊　美濃　和

　　　　　◇　現代

白雲日記　八田知紀　　　　　　　　　	 W915.6-1
　名古屋　永楽屋東四郎　明治2（1869）2冊　美濃半　和

海水浴の日記　西升子　　　　　　　　	 W915.6-2
　明治 18（1885）1 冊　美濃半　和

相毛日記　館忠資　　　　　　　　　　	 W915.6-3
　明治 20（1887）1 冊　半紙　和

鹿島詣の記　鈴木弘恭　　　　　　　　	 W915.6-4
　明治 30（1897）1 冊　半紙　和

あきの一夜　小杉榲邨　　　　　　　	 W915.6-5
　東京　著者　明治 31（1898）1 冊　半紙　和
　合綴：秋の越路（松平乗承）信濃の家つと・甲斐の家つ

と（松平乗承）

さしもくさ　関千秋　　　　　　　　　	 W915.6-6
　明治 36（1903）（自筆本影印）1 冊　美濃　和

さしもくさ　関千秋　　　　　　　　　	 W915.6-7
　明治 40（1907）1 冊　美濃　和

葉桜日記　山県素狂（有朋）　　　　　	 W915.6-8
　明治 25（1892）1 冊　美濃半　和

　　　　　　　916　書簡

菅公消息集　　　　　　　　　　　　　	 W916-1
　写　1 冊　半紙　和

藤樹先生書翰　〔中江原〕　　　　　　　	 W916-2
　写　1 冊　美濃　和

鴈の行かひ　賀茂季鷹編　　　　　　　　	 W916-3
　京都　明学堂　享和 2（1802）1 冊　美濃　和

　　　　　　917　諷刺　滑稽

（岡持家集）我おもしろ　下巻　　　　　　　	 W917-1
　〔手柄岡持〕（平沢常富）
　文化 12（1815）跋刊　1 冊　半紙　和

柳北奇文　2 巻　成島柳北（弘）著　　　　	 W917-2
　西山喜内編
　東京　三浪幸兵衛　明治 11（1878）2 冊　美濃半　和

　　　　　　919　日本漢詩文

史館茗話　1 巻　林愨　　　　　　　　　	 W919-1
　京都　林和泉掾　寛文 8（1668）1 冊　美濃　和

南郭先生灯下書　〔服部元喬〕　　　　　	 W919-2
　京都　丸屋市兵衛　享保 19（1734）1 冊　美濃　和

詩轍　6 巻　三浦安貞（晋）　　　　　　　	 W919-3
　写（天明刊本による）6 冊　半紙　和

詩律兆　11 巻　中井積善　　　　　　　　	 W919-4
　大阪　懐徳堂　安永 5（1776）跋刊　3 冊　美濃　和
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詩学解蔽　1 巻　〔三〕縄惟直　　　　　　	 W919-5
　江戸　大和田安兵衛　文化 2（1805）1 冊　美濃　和
　（稽古館旧蔵　弘道館（弘前藩江戸）旧蔵）

葛原詩話　4 巻　後編巻 1 〜 3　　　　　　	 W919-6
　六如上人（釈慈周）著　釈端隆編
　大阪　河内屋八兵衛　天明 7（1787）4 冊　半紙　和

葛原詩話　4 巻　後編 4 巻　索引 1 巻　　　	 W919-7
　〔釈慈周著〕釈端隆編
　写（天明刊本による）5 冊　半紙　和

古詩韻範　5 巻首 1 巻　武元質（正質）　　	 W919-8
　大阪　群玉堂　文化 9（1812）序刊　3 冊　半紙　和
　（弘前藩学校旧蔵）

古詩韻範　5 巻首 1 巻　武元質（正質）　	 W919-8 イ
　大阪　群玉堂　文化 9（1812）序刊　1 冊　半紙　和

古詩韻範　5 巻首 1 巻　武元質（正質）　　	 W919-9
　大阪　嵩山堂　明治刊　3 冊　半紙　和

古詩韻範　5 巻首 1 巻　武元質（正質）　	 W919-10
　東京　文永堂　明治 13（1880）3 冊　小　和

夜航詩話　6 巻　余話 2 巻　津阪孝綽　　	 W919-11
　津　三重県蔵版　明治刊（天保版）8 冊　半紙　和

梧窓詩話　2 巻　林瑜　　　　　　　　	 W919-12
　東京　博文館　明治 27（1894）2 冊　美濃半　和

五山堂詩話　10 巻　補遺 5 巻　　　　　　	 W919-13
　菊池無絃（桐孫）
　江戸　山城屋佐兵衛　天保3（1832）8冊　美濃半　和

詩格刊誤　2 巻　日尾省斎（約）　　　　	 W919-14
　嘉永 3（1850）2 冊　半紙　和

漁村文話続　海保元備　　　　　　　　	 W919-15
　江戸　岡村屋庄助　嘉永 6（1853）1 冊　半紙　和

翠雨軒詩話　4 巻　山田信　　　　　　　	 W919-16
　大阪　岡田群玉堂　慶応 2（1866）4 冊　半紙　和

詩山堂詩話　巻 1　小畑行簡　　　　　	 W919-17
　嘉永 4（1851）1 冊　美濃半　和

文章訓蒙　2 巻　東崇一（正純）　　　　	 W919-18
　山口県　米谷判蔵　明治 11（1878）2 冊　半紙　和

歴代詩文奇話　田中幾之助　　　　　　	 W919-19
　大阪　前川文栄堂　明治 17（1884）2 冊　半紙　和

詩法詳論　石川鴻斎（英）　　　　　　	 W919-20
　東京　博文館　明治 26（1893）2 冊　半紙　和

有余楽堂詩法摘要　石橋雲来編　　　　	 W919-21
　明治刊　1 冊　半紙　和

随筆　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W919-22
　写　1 冊　美濃半　和

　　　　　◇

句双紙　2 巻　　　　　　　　　　　　　	 W919-23
　京都　西村又左衛門　慶安4（1651）1冊　美濃半　和

句双紙（片カナ附）　　　　　　	 W919-24
　刊　1 冊　美濃半　和

頌題集　3 巻　　　　　　　　　　　　　	 W919-25
　京都　吉田四郎右衛門　承応2（1653）1冊　美濃半　和

聯句初心鈔　　　　　　　　　　　　　　	 W919-26
　京都　上田三右衛門　寛文11（1671）1冊　半紙半　和

詩筌　5 巻　鷹見三郎兵衛（正長）編　　	 W919-27
　江戸　須原屋茂兵衛　享保 7（1722）2 冊　半紙　和

詩語砕金　2 巻　泉要編　石作貞校　　	 W919-28
　江戸　越後屋小八　天保 13（1842）1 冊　半紙　和

詩語砕金　2 巻　泉要編　石作貞校　　	 W919-29
　大阪　岡田茂兵衛　文久刊　1 冊　半紙　和

詩語砕金続編　国枝惟熙編　　　　　　	 W919-30
　京都　林芳兵衛　文化 14（1817）1 冊　半紙　和

詩鏡　2 巻　上田稚明（爽）編　　　　　	 W919-31
　京都　浅井庄右衛門　安永 9（1780）2 冊　半紙　和

唐詩平側考　2 巻　鈴木玄淳　　　　　　	 W919-32
　江戸　須原屋伊八　天明6（1786）序刊　2冊　半紙半　和

詩語聯璧　永忠原編　　　　　　　　　　　	 W919-33
　京都　寛政 3（1791）1 冊　半紙半　和

詩語聯璧　永忠原編　　　　　　　　　　	 W919-34
　文政 9（1826）写　1 冊　半紙　和

（唐明）詩学聯錦　鎌田禎　　　　　　　　	 W919-35
　大阪　大野木市兵衛　寛政 11（1799）1 冊　横小　和

（唐明）詩学聯錦　1 巻続 1 巻　　　　　　	 W919-35 イ
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　鎌田環斎（禎）
　文化元 ,14（1804,17）1 冊　横小　和

詩学貫珠　首巻　鎌田環斎（禎）編　　　	 W919-36
　大阪　文海堂　享和 3（1803）1 冊　半紙半　和

（増補）掌中唐宋詩学類苑大成　　　　　　	 W919-37
　鎌田環斎（禎）編
　京都　田中屋専助　慶応 3（1867）（銅版）1 帖　小
　折本

（増補）掌中唐宋詩学類苑大成　	 W919-37 イ
　鎌田環斎（禎）編
　慶応 3（1867）（銅版）1 帖　小　折本

清新詩題続　2 巻　　　　　　　　　　	 W919-38
　詩仏老人（大窪行）菊厓散人共編
　江戸刊　2 冊　小　和

（増補）文語粋金　4 巻　鈴木政寧編　　　	 W919-39
　江戸　青雲堂　天保4（1833）序刊　2冊　美濃半　和

幼学詩韻　成徳隣　檜長裕共編　　　　	 W919-40
　江戸　天保 13（1842）1 冊　半紙　和

幼学詩韻　成徳隣　檜長裕共編　　　　	 W919-41
　江戸　弘化 2（1845）1 冊　半紙　和

幼学詩韻　成徳隣　檜長裕共編　　　	 W919-41 イ
　江戸　弘化 2（1845）1 冊　半紙　和

幼学詩韻　成徳隣　檜長裕共編　　　	 W919-41 ロ
　江戸　弘化 2（1845）1 冊　半紙　和

幼学詩韻続　1 巻　林龔　大前彬共編　	 W919-42

　江戸　安政 3（1856）1 冊　半紙　和

（詩韻砕金）幼学便覧　伊藤馨編　　　　　	 W919-43
　大阪　秋田屋太右衛門　嘉永2（1849）1冊　半紙半　和

歴代詩学精選　10 巻　後編 7 巻　　　　　	 W919-44
　藤〔原〕良国編
　京都　嘉永 5（1852）17 冊　美濃半　和

歴代詩学精選　後編 7 巻　　　　　　	 W919-44 イ
　藤〔原〕良国編
　大阪　河内屋茂兵衛　嘉永6（1853）7冊　美濃半　和

歴代詩学精選　10 巻　後編 7 巻　　　	 W919-44 ロ
　藤〔原〕良国編
　大阪　青木嵩山堂　明治 25（1892）（嘉永版）5 冊
　美濃半　和

詩法正義　　　　　　　　　　　　　　	 W919-45
　安政 3（1856）写　1 冊　半紙半　和

詩学通用　藤惟徳編　　　　　　　　　	 W919-46
　写　1 冊　美濃　和

詩語抜錦　巻 1　岡崎元軌編　　　　　	 W919-47
　大沼沈山（厚）補
　京都　慶応 2（1866）1 冊　美濃半　和

庚戌詩暦　　　　　　　　　　　　　　　	 W919-48
　刊　1 冊　小　折本

作文便覧　松田混編　　　　　　　　　	 W919-49
　明治 4（1871）4 冊　美濃半　和

詩文良材　大槻東陽（誠之）編　　　　　	 W919-50

　東京　袋屋亀次郎　明治 10（1877）5 冊　美濃半　和

（校訂）新編詩学精選　5 巻　荘門熙編　　	 W919-51
　大阪　文栄書閣　5 冊　美濃半　和

開化詩韻　小林孝爾編　　　　　　　　　	 W919-52
　東京　明治 11（1878）1 冊　小　和

新撰詩作必携　上　高橋易直編　　　　	 W919-53
　明治 12（1879）1 冊　美濃半　和

（絶律典例）詩学金粉　2 巻　大雅堂定亮編	 W919-54
　京都　山中勘次郎　明治 25（1892）2 冊　美濃半　和

　　　　◇

（才子必読）皇朝精華集　2 巻　続編 2 巻　　	 W919-55
　石川省斎（介）編
　東京　万青堂　明治 8（1875）4 冊　美濃半　和

詩文書画評語藪　4 巻　神波桓編　　　	 W919-56
　東京　明治 11（1878）2 冊　小　和

（古今）日本名家詩抄　3 巻　藤田謙三郎編	 W919-57
　福岡　明治 13（1880）3 冊　半紙半　和

日本閨媛吟藻　2 巻　水上盧秋（珍亮）編	 W919-58
　東京　奎文堂　明治 13（1880）1 冊　美濃半　和

金沢名勝題詠集　附金沢文庫略考　佐藤忠蔵編	W919-59
　東京　北畠茂兵衛　明治 20（1887）1 冊　美濃半　和

本朝百人一詩　鈴木義宗選　林英吉伝　	 W919-60
　東京　斯文館　大正 10（1921）1 冊　半紙　和
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　　　　　◇　鎌倉・室町時代

岷峩集　2 巻　釈宝覚真空（友梅）　　	 W919.4-1
　京都　文会堂　元禄 7（1694）1 冊　美濃　和

　　　　　◇　江戸時代

𨿸林唱和集　巻 1 〜 5　　　　　　　　　	 W919.5-1
　京都　正徳元（1711）5 冊　美濃　和

元旦詩集（享保 6 年〜享保 15 年）　林信篤等 W919.5-2
　享保 6 〜 15（1721 〜 30）1 冊（合本）半紙　和

日本詠物詩　3 巻　伊藤栄吉編　　　　	 W919.5-3
　写　1 冊　半紙　和

今四家絶句　北原秦里（成）等編　　　	 W919.5-4
　江戸　玉山堂　文政 8（1825）1 冊　半紙　和
　内容：寛斎先生百絶（市河世寧）如亭先生百絶（柏木

昶）詩仏先生百絶（大窪行）五山先生百絶（菊池桐孫）

摂西六家詩鈔　6 巻　墨香生編　　　　	 W919.5-5
　大阪　嘉永 2（1849）5 冊　美濃　和
　内容：小竹斎近稿（篠崎弼）苓陽詩稿（広瀬建）佩川漁

唱（草場韡）松陰余事（後藤機）梅墩漫詠（広瀬謙）虎
山詩稿（坂井華）

興風集　　　　　　　　　　　　　　　	 W919.5-6
　松下村塾編　嘉永刊　1 冊　美濃半　和

安政三十二家絶句　3 巻　額田正編　　	 W919.5-7
　京都　安政 4（1857）3 冊　半紙　和

忠芬義芳詩巻　巻下　河原寛編　　　	 W919.5-8
　安政 6（1859）1 冊　半紙　和

近世名家詩鈔　2 巻　　　　　　　　　　	 W919.5-9
　関重弘　藤田亀共編
　宮部　万延元（1860）2 冊　半紙　和

新選名家絶句　　　　　　　　　　　　	 W919.5-10
　石川士高（嶂）山本中和（可諧）共編
　文久 4（1864）2 冊　半紙　和

（皇朝分類）名家絶句　5 巻　　　　　　	 W919.5-11
　石川省斎（介）編
　東京　島屋平七　明治 2（1869）3 冊　半紙　和

（才子必読）皇朝精華集　2 巻　続編 2 巻　	 W919-55
　石川介編
　東京　万青堂　明治 8（1875）4 冊　美濃半　和

昆山片玉　上巻　村尾元矩編　　　　	 W919.5-12
　明治 8（1875）1 冊　美濃半　和

（近世）大家詩文　2 巻　西田森三編　　	 W919.5-13
　東京　山中北郎　明治 10（1877）2 冊　小　和

新選近世六家文　6 巻　斎藤弘編　　	 W919.5-14
　明治 11（1878）2 冊　半紙　和

名家文叢　第 1 集 3 巻　内藤耻叟編　　	 W919.5-15
　東京　阿部貞　明治 13（1880）3 冊　小　和

（情詩）舌冷集　2 巻　田島象二編　　　	 W919.5-16
　東京　小笠原美治　明治 14（1881）2 冊　小　和

　　　　◇　別集

竹菴遺稿　2 巻　詠草 1 巻　〔釈日可〕	 W919.5-17

　天保 2（1831）1 冊　美濃　和

艸山集　30 巻序目 1 巻　釈元政（日政）	 W919.5-18
　京都　村上平楽寺　延宝 2（1674）15 冊　美濃　和

元元唱和集　陳元贇　　　　　　　　	 W919.5-61
　寛文 3（1663）1 冊　美濃　和
　註：明の帰化人　号既白山人　寛文 11 年没

水戸黄門詩歌　徳川光圀　　　　　　	 W919.5-19
　写　1 冊　半紙　和

春台先生紫芝園稿　前稿 5 巻　後稿 15 巻　序目 1 巻附 1 巻
　太宰純著　稲垣長章　堤有節共編	 W919.5-20
　宝暦 2（1752）22 冊　美濃　和

南郭絶句集　服部元喬　　　　　　　	 W919.5-21
　江戸　嵩山房　寛政 7（1795）1 冊　半紙半　和

後藤芝山先生遺稿　後藤芝山（世釣）　	 W919.5-22
　写　1 冊　半紙　和

漫遊文華　5 巻　〔平〕沢元愷　　　　　	 W919.5-23
　東京　万笈閣　弘化 4（1847）3 冊　美濃半　和

黄葉夕陽村舎詩　8 巻附録 2 巻　　　　	 W919.5-24
　菅茶山（晋師）
　大阪　積玉圃　弘化 4（1847）5 冊　美濃　和

黄葉夕陽村舎詩　8 巻附録 2 巻　　　	 W919.5-24 イ
　菅茶山（晋師）
　大阪　積玉圃　弘化 4（1847）5 冊　美濃　和

黄葉夕陽村舎詩　前篇 10 巻　後篇 8 巻　遺稿 11 巻
　菅茶山（晋師）	 W919.5-25
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　東京　金刺源次　明治 29（1896）3 冊　美濃半　和

（新製五七言）狂詩画譜　1 巻　　　	 W919.5-26
　〔畠中〕銅脈（正盈）
　天明 6（1786）1 冊　美濃半　和

（平州先生）嚶鳴館詩集　〔細井徳民〕　	 W919.5-27
　嘉永 2（1849）写　1 冊　半紙半　和

六如菴詩抄　6 巻　2 篇 6 巻　釈慈周　	 W919.5-28
　天明 3, 寛政 9（1783,97）6 冊　美濃　和

太室集　3 巻　小幡文華　　　　　　　	 W919.5-29
　写　1 冊　半紙　和

蚑行詩かな鈔　釈慈雲（飲光）著　　　	 W919.5-30
　落合伊三郎編
　大阪　編者　大正 5（1926）1 冊　半紙　和

桂林詩集　前編巻 1 〜 3〔三〕縄惟直　	 W919.5-31
　写　1 冊　半紙　和

心月軒稿　釈宗宝　　　　　　　　　	 W919.5-32
　文化 8（1811）1 冊　美濃　和

采風集　巻 2　稲毛尾山（直道）　　　	 W919.5-33
　写　1 冊　半紙　和

遊嚢日録　2 巻　海老名翹斎（絅）　　	 W919.5-34
　天保 6（1835）2 冊　美濃　和

日本楽府　頼㐮著　牧輗註　　　　　	 W919.5-35
　文政 12（1829）1 冊　美濃　和

山陽文稿　2 巻　頼㐮　　　　　　　	 W919.5-36

　明治 3（1870）2 冊　半紙　和

山陽詩鈔　頼㐮　　　　　　　　　　　　	 W919.5-37
　東京　牧田熊次良　明治 11（1878）4 冊　美濃半　和

山陽詩抄　頼㐮著　後藤機校　　　　	 W919.5-38
　大阪　金刺芳流堂　明治 32（1899）1 冊　美濃半　和

山陽文解　4 巻（巻 4 欠）根津全孝　　	 W919.5-39
　東京　沈香書屋　明治13（1880）序刊　3冊　美濃　和

餔糟集　2 巻　岡田南涯（邦彦）　　　	 W919.5-40
　京都　編者　大正 8（1919）2 冊　美濃　和

村居三十律　斎藤竹堂（馨）　　　　	 W919.5-41
　仙台　阿部新三郎　明治 14（1881）1 冊　半紙　和

幽独晤言　6 巻　祝希烈　　　　　　　	 W919.5-42
　天保 11（1840）4 冊　半紙　和
　別題：星舲祝三品家稿

春山遺稿　鈴木春山（強）　　　　　	 W919.5-43
　仙台　鈴木淳　明治 41（1908）1 冊　半紙　和

遠思楼詩鈔　初編 2 巻　二編 2 巻　　　	 W919.5-44
　広瀬淡窓（建）
　大阪　青木嵩山堂　天保 7, 嘉永 2（1836,49）4 冊
　半紙　和

回天詩史　2 巻　藤田彪　　　　　　　	 W919.5-45
　写　1 冊　美濃　和

回天詩史　上巻　藤田彪　　　　　　	 W919.5-46
　写　1 冊　美濃　和

東湖先生遺稿　3 巻〔藤田彪〕　　　	 W919.5-47
　写　3 冊　半紙　和

東湖遺唫　　　　　　　　　　　　　	 W919.5-48
　刊　1 帖　小　和

鴨東四時雑詞　中島棕隠（徳規）　　	 W919.5-49
　文政 9（1826）序刊　1 冊　半紙　和

星巌集　　　	 W919.5-50
　甲集2巻乙集4巻丙集10巻丁集5巻閏集1巻附紅蘭小集2

巻（張景婉）戊集4巻附玉池吟社詩（遠山澹等編）　
　梁川孟緯
　天保 12（1841）12 冊　美濃　和

星巌集　梁川孟緯　　　　　　　	 W919.5-50 イ
　明治刊（天保 12 板）12 冊　美濃　和

星巌詩集　附紅蘭小集（梁川景婉）　	 W919.5-51
　梁川孟緯
　東京　金刺源次　明治 29（1896）2 冊　美濃半　和

本朝人物百詠　2 巻　荒井堯民　　　	 W919.5-52
　安政 2（1855）序刊　1 冊　半紙半　和

松陰先生遺唫（縛吾集・涙松集）〔吉田矩方〕W919.5-53
　刊　1 帖　小　折本

江戸竹枝詞　第 2 編　小南慄斎（寛）　	 W919.5-54
　文政 11（1828）1 冊　半紙半　和

猗猗斎遺稿　宮内維清　　　　　　　	 W919.5-55
　東京　日高壮之丞　大正 5（1916）1 冊　半紙　和

訥庵文詩鈔　附貞孺人歌集抄（大橋まき子）	 W919.5-56



和 装 本 目 録 １

100

　大橋正順著　大橋義三編　　　　　	
　東京　編者　明治 44（1911）2冊　半紙　和

詩聖堂詩集　初編 10 巻　大窪詩仏（行）	 W919.5-57
　江戸　西村源六　文化 7（1810）3 冊　半紙　和

梅花鶴影荘　第 3 集 9 巻　森田居敬　　	 W919.5-58
　大阪　森田敬雄　明治 31（1898）2 冊　半紙　和

宕陰賸稿　3 巻　塩谷世弘著　内田周平編	 W919.5-59
　東京　谷門精舎　昭和 6　3 冊　半紙　和

飯山文存　2 巻　松林伯鴻（漸）著　　	 W919.5-60
　松林義規編
　東京　石川治兵衛　明治 11（1878）2 冊　半紙　和

　　　　　◇　明治以後

東京才人絶句　2 巻　森春濤（魯直）編　	 W919.6-1
　東京　小江湖社　明治 8（1875）2 冊　半紙　和

東京才人絶句　上巻　森春濤（魯直）編	 W919.6-1 イ
　明治 8（1875）1 冊　半紙　和

近世詩史　2 巻　太田真琴編　　　　　	 W919.6-2
　東京　玉山堂　明治 9（1876）2 冊　美濃半　和

（水之江奇峰翁）古稀寿章　白石牧編　　　	 W919.6-3
　明治 9（1876）1 冊　半紙半　和

明治名家文鈔　根岸千引編　　　　　	 W919.6-4
　東京　明治 10（1877）2 冊　美濃半　和

（諸家小伝）近世詩文　3 巻　西田森三編　	 W919.6-5
　東京　山中市兵衛　明治 10（1877）3 冊　美濃半　和

（近世）名家詩文　3 巻後編 3 巻　三宅虎太編 W919.6-6
　東京　松山文平　明治10,11（1877,78）6冊　美濃半　和

（近世）名家詩文　3 巻後編中下　三宅虎太編 W919.6-6 イ
　東京　松山文平　明治10,11（1877,78）5冊　美濃半　和

西征詩歌　2 巻　荒木正美編　　　　　	 W919.6-7
　東京　稲田政吉　明治 11（1878）2 冊　小　和

（西南）戦陣詩文　2 巻　山岸文蔵編　　　	 W919.6-8
　東京　松山文平　明治 11（1878）2 冊　小　和

七曲吟社詩　4 巻（巻 1,2 欠）　　　　　	 W919.6-9
　有馬則興　関三一共編
　明治 12（1879）1 冊　半紙　和

明治詩文　第 27 集　佐田白茅編　　　	 W919.6-10
　東京　大来社　明治 12（1879）1 冊　美濃半　和

明治回天集　2 巻　上条螘司編　　　　	 W919.6-11
　東京　東生亀次郎　明治 13（1880）2 冊　美濃半　和

明治回天集　2 巻　上条螘司編　　	 W919.6-11 イ
　東京　東生亀次郎　明治 13（1880）2 冊　美濃半　和

玉川吟社小稿　巻 1,2　堤静斎（正勝）編	 W919.6-12
　東京　編者　明治 13（1880）2 冊　半紙半　和

（明治百家）珍珍文鈔　初編　榊原英吉編	 W919.6-13
　明治 14（1881）1 冊　半紙半　和

芳雲余情　第 1 輯　　　　　　　　　　	 W919.6-14
　明治 17（1884）1 冊　美濃半　和

詞林聚芳　第 1 〜 3 集　　　　　　　　	 W919.6-15
　奥田泰（道太郎）編
　京都　文石堂　明治 19（1886）1 冊　半紙半　和

巽亭品詩図　附庚寅唱和　森大来（公泰）等	 W919.6-16
　明治 26（1893）1 冊　美濃　和

明治俊傑詩選　6 巻　吉田耕雲（徳太郎）編	 W919.6-17
　茨城県　臥竜閣　明治 27（1894）1 冊　半紙　和

珠山探勝詩　佐藤荘等　　　　　　　	 W919.6-18
　山形県　国井門三郎　大正6（1917）1冊　美濃半　和

午睡山房掲題詩　第 3 集　　　　　　　	 W919.6-19
　蔵野守介（森之介）編
　東京　編者　明治 34（1901）1 冊　半紙　和

游毛小詩　山県篤蔵編　　　　　　　	 W919.6-20
　東京　明治 36（1903）1 冊　半紙　和

絶句集（切抜帖）2 巻　　　　　　　	 W919.6-21
　切抜（明治 40 頃）2 冊　半紙　和
　註：読者文芸漢詩当選第 100 回〜 386 回その他

新居唱和集　原田良三郎編　　　　　	 W919.6-22
　栃木県　編者　明治 44（1911）1 冊　半紙　和

余香詩存　三谷仲之助編　　　　　　	 W919.6-23
　東京　編者　大正 5（1916）1 冊　半紙　和

撃壌余韻　安孫子伝四郎編　　　　　	 W919.6-24
　山形県　編者　大正 7（1918）1 冊　美濃　和

眉寿雅集　柳井貴三編　　　　　　　	 W919.6-25
　東京　編者　大正 8（1919）1 冊　美濃　和



和 装 本 目 録 １

101

飛蘭余香　第 2 輯　平門吟社編　　　	 W919.6-26
　東京　宮崎賢一　大正 14（1925）1 冊　半紙　和

温古集　本間健四郎編　　　　　　　	 W919.6-27
　新潟県　編者　大正 15（1926）1 冊　半紙　和

廻瀾集　第 2 編　岡次郎編　　　　　	 W919.6-28
　東京　廻瀾支社　昭和 3　1 冊　半紙　和

天空海𤄃楼観月詩集　鸞州（松浦厚）等	 W919.6-29
　大正 11（1922）謄写　1 冊　半紙　和

湘南函嶺春秋詩抄　天空海𤄃楼編　　	 W919.6-30
　昭和 5　1 冊　半紙　和

悠久遺芳（長岡藩牧野忠精公贈位記念）　	 W919.6-31
　矢吹活禅編
　東京　博文館　昭和 6　2 冊　美濃　和

悠久遺芳（長岡藩校特恵精公贈位記念）　	 W919.6-31 イ
　矢吹活禅編
　東京　博文館　昭和 6　2 冊　美濃　和

冠峰古稀寿詩　小菅弘編　　　　　　	 W919.6-32
　東京　編者　昭和 9　1 冊　半紙　和

東華　第 70 〜 80 集　芸文社編　　　　	 W919.6-33
　東京　編者　昭和 9,10　11 冊　美濃　和

　　　　　◇　別集

黄山遺稿　中内淳著　竹内東仙（貞）編	 W919.6-34
　福島県　成章書房　明治 19（1886）1 冊　美濃半　和

鉄心遺稿　5 巻　小原鉄心（忠寛）　　	 W919.6-35
　大垣　明治 6（1873）5 冊　美濃　和

詩山遺稿　詩 3 巻文 2 巻　小畑行簡　　	 W919.6-36
　東京　正栄堂　明治 12（1879）5 冊　半紙　和

読書余適　2 巻　睡余漫稿　1 巻　　　	 W919.6-37
　安井息軒（衡）
　東京　成章堂　明治 33（1900）1 冊　美濃　和

国史百詠　大槻清崇　　　　　　　　	 W919.6-38
　東京　裳華堂　慶応元（1865）1 冊　美濃　和

緑猗園詩鈔　2 巻　中野南強著　笠間益三編	 W919.6-39
　東京　東崖堂　明治 15（1882）2 冊　半紙　和

緑猗園詩鈔　2 巻 中野南強著　笠間益三編	 W919.6-39 イ
　東京　東崖堂　明治 15（1882）2 冊　半紙　和

梅外詩抄　2 巻　第 2 編 2 巻　長允文　	 W919.6-40
　安政 4（1857）序刊　4 冊　半紙　和

金旆余光　3 巻　藤川忠猷　　　　　　	 W919.6-41
　東京　吉野屋甚助　明治 2（1869）1 冊　美濃半　和

金旆余光　藤川忠猷　　　　　　	 W919.6-42
　写（明治）1 冊　美濃半　和

詠物誌　大沼沈山（厚）　　　　　　　	 W919.6-43
　天保 11（1840）1 冊　半紙　和

詠物誌　大沼沈山（厚）　　　　　　	 W919.6-44
　写　1 冊　半紙　和

枕山先生遺稿　大沼枕山（厚）　　　	 W919.6-45

　東京　大沼嘉年　明治 26（1893）1 冊　半紙　和

灌園遺稿　2 巻　石津発三郎（発）著　	 W919.6-46
　萩原裕選評
　京都　石津儀一　明治 30（1897）2 冊　美濃　和

盍簪余事　江帖澹園（通静）　　　　	 W919.6-47
　秋田　著者　明治 23（1890）1 冊　半紙　和

知非子影　2 巻　渡辺碩也　　　　　	 W919.6-48
　三重県　駒田彦之丞　明治 38（1905）2 冊　美濃　和

得問瑣録　甕江老漁（川田剛）　　　	 W919.6-49
　東京　吉川半七　明治 24（1891）1 冊　半紙　和

景蘇軒詩鈔　2 巻　　　　　　　　　　	 W919.6-50
　向村黄村（栄五郎）著　杉浦誠編
　東京　編者　明治 32（1899）2 冊　美濃　和

松塘詩抄　2 巻　鱸元邦　　　　　　	 W919.6-51
　江戸　嘉永 4（1851）1 冊　半紙　和

犀陽遺文　野口之布著　永山近彰編　	 W919.6-52
　東京　加越能勤王家表彰会　昭和5（明治34年収）1冊
　半紙　和

敬斎遺稿　尾崎良知　　　　　　　　	 W919.6-53
　名古屋　昭和 3　1 冊　半紙　和

燕薊従軍集　小林慶次郎　　　　　　	 W919.6-54
　東京　染谷仙蔵　明治 35（1902）1 冊　半紙　和

帰展詩稿　山田宣　　　　　　　　　	 W919.6-55
　東京　山田東平　明治 36（1903）1 冊　半紙　和



和 装 本 目 録 １

102

白山楼詩文鈔　巻上　高橋白山（利貞）	 W919.6-56
　長野県　高橋其三　明治 32（1899）1 冊　美濃半　和

鉄槍斎文鈔　巻 2 〜 5　青山延寿　　　	 W919.6-57
　明治刊　3 冊　半紙　和

南清游草　長岡護美　　　　　　　　	 W919.6-58
　明治 35（1902）1 冊　美濃半　和

瀛史百詠　菊池武貞　　　　　　　　	 W919.6-59
　東京　早稲田大学出版部　明治39（1906）1冊　半紙　和

束京新繁昌記　第 4,5 編　服部誠一　	 W919.6-60
　東京　奎章閣　明治 7（1874）2 冊　半紙　和

（増補）藤公詩存　伊藤博文著　　　　　	 W919.6-61
　末松謙澄編　東京　博文館　明治 44（1911）1 冊
　半紙　和

黄城詩鈔　平野宗山　　　　　　　　	 W919.6-62
　明治 42（1909）1 冊　美濃半　和

湖山近稿　2 巻　小野長愿　　　　　	 W919.6-63
　東京　島屋平七　明治 10（1877）2 冊　半紙　和

浩蕩詩程　森大来（公泰）　　　　　	 W919.6-64
　東京　鴎夢吟社　明治 32（1899）1 冊　美濃半　和

漢城遭難詩紀　石幡貞　　　　　　　	 W919.6-65
　東京　東洋館書店　明治 17（1884）1 冊　美濃半　和

東岳文抄　4 巻　石幡貞　　　　　　　	 W919.6-66
　東京　石幡富子　明治 43（1910）4 冊　半紙　和

梅荘詩鈔　2 巻　清水成美　　　　　　	 W919.6-67

　三重県　門脇任賢　明治 44（1911）2 冊　半紙　和

君山小品　　　　　　　　　　　　　	 W919.6-68
　明治刊　1 冊　半紙　和

鳩居漫吟唱和集　谷朝軒（勤一郎）　	 W919.6-69
　大正元（1912）1 冊　半紙　和

渉史偶筆　巻 5,6　岡千仭　　　　　	 W919.6-70
　明治 15（1882）1 冊　半紙　和

観光紀游　岡千仭　　　　　　　　　	 W919.6-71
　東京　著者　明治 19（1886）3 冊　半紙半　和

硯癖斎詩鈔　7 巻　岡千仭　　　　　	 W919.6-72
　明治 22（1889）3 冊　美濃半　和

香亭蔵草　5 巻　中根香亭（淑）著　　	 W919.6-73
　本間光輝編
　酒田町　編者　大石 3（1914）5 冊　半紙　和

猶存詩鈔　1 巻附録文 7 篇　荒木博臣　	 W919.6-74
　東京　荒木虎太郎　大正 2（1913）1 冊　半紙　和

遊韓余意　水野風外（昌雄）　　　　	 W919.6-75
　新居浜町　著者〔大正刊〕1 冊　半紙　和

香山遺稿　石崎迅男著　石崎直矢編　	 W919.6-76
　奈良　編者　昭和 4　1 冊　半紙　和

問亭遺文　8 巻　本城蕡　　　　　	 W919.6-77
　東京　本城水棹子　大正 5（1916）4 冊　半紙　和

鳴渓先生詩集　西田竜太　　　　　　	 W919.6-78
　東京　鳴渓記念会　大正 7（1918）1 冊　美濃　和

桟雲峡雨日記　2 巻　詩草 1 巻　　　　	 W919.6-79
　竹添進一郎
　東京　野口愛　明治 12（1879）3 冊　半紙　和

桟雲峡雨日記　2 巻　詩草 1 巻　竹添進一郎 W919.6-80
　東京　奎文堂　明治 26（1893）1 冊　半紙　和

豆山臥游詩　邨岡良弼　　　　　　　	 W919.6-81
　東京　著者　明治 41（1908）1 冊　半紙　和

学圃遺稿　福井緐著　芹沢閑編　　　	 W919.6-82
　東京　福井瀞　大正 8（1919）1 冊　半紙　和

霞浦游藻　三島毅　　　　　　　　　	 W919.6-83
　東京　別所平七　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

霞浦游藻　三島毅　　　　　　　　　	 W919.6-83 イ
　東京　別所平七　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

降魔日史　3 巻　釈宗演　　　　　　　	 W919.6-84
　東京　金港堂　明治 37（1904）1 冊　半紙　和

青萍詩存　末松謙澄　　　　　　　　	 W919.6-85
　東京　文学社　明治 19（1886）1 冊　半紙　和

窓灯録　2 巻　土屋弘　　　　　　　	 W919.6-86
　東京　秀英舎　明治34（1901）2冊　半紙　和
　（晩晴楼文鈔二編附載）

晩晴楼文鈔　第 3 編巻 1 〜 3　土屋弘　	 W919.6-87
　大正刊　2 冊　半紙　和

晩晴楼詩鈔　第 3 編 4 巻　土屋弘　　　	 W919.6-38
　東京　丙午出版社　大正 8（1919）1 冊　半紙　和
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聴雲余響　1 巻　吹野信履　　　　　　	 W919.6-89
　大正 8（1919）1 冊　半紙　和

鐃歌余響　1 巻後編 1 巻　股野琢　　　	 W919.6-90
　明治 37,39（1904,06）2 冊　半紙　和

葦杭游記　股野琢　　　　　　　　　	 W919.6-91
　明治 42（1909）序刊　1 冊　美濃　和

月山遺稿　2 巻〔高橋作衛〕　　　　　	 W919.6-92
　東京　高橋博士紀念会　大正11（1922）1冊　半紙　和

南州先生詩文鈔　3 巻　近藤南州（元粋）　	 W919.6-93
　大阪　難波信蔵　昭和 6　3 冊　美濃　和

欽堂遺稿　佐竹欽堂（義準）著　松浦厚編	 W919.6-94
　大正 4（1925）1 冊　半紙　和

鹿友荘文集　6 巻　日下寛　　　　　　	 W919.6-95
　東京　野田文之助　大正 13（1924）6 冊　半紙　和

砲槍余響　関口隆正　　　　　　　　	 W919.6-96
　明治 33（1900）1 冊　半紙半　和

征露篇　附録十律　土居香国（通予）	 W919.6-97
　東京　浜田治三　大正 9（1920）1 冊　半紙　和

白雲館文録　5 巻　岡濯　　　　　　　	 W919.6-98
　東京　岡正路　大正 13（1924）2 冊　半紙　和

碧堂絶句　田辺華（為三郎）　　　　　	 W919.6-99
　東京　著者　大正 3（1914）1 冊　半紙　和

平門往還雑詠　鸞州（松浦厚）　　　	 W919.6-100

　　大正謄写　1 冊　半紙　和

鸞州羊年春季詩集　鸞州（松浦厚）　	 W919.6-101
　昭和 6　1 冊　美濃　和

茶酒前後　巻 1　久保得二　　　　　	 W919.6-102
　東京　著者　昭和 4　1 冊　半紙　和

遊浜名湖記　内田周平　　　　　　　	 W919.6-103
　〔昭和 6〕1 冊　半紙　和

蘇元存稿　2 巻　桐島像一　　　　　	 W919.6-104
　東京　伏島孔次　大正 15（1926）2 冊　半紙　和

柿屋詩存　2 巻　塚本源三郎　　　　	 W919.6-105
　滋賀県　著者　昭和 10　2 冊　和

望洋吟草　2 巻　石川賢治　　　　　	 W919.6-106
　東京　著者　昭和 11　2 冊　半紙　和

関雪詩存　橋本関雪（関一）著　　　	 W919.6-107
　斎藤渓舟（徳太郎）解説
　兵庫県　解説者　昭和 5　1 冊　半紙　和

毛常遊記　川田端穂　　　　　　　　	 W919.6-108
　東京　著者　昭和 7　1 冊　半紙　和

　920　中国文学

　　　　　　921　詩文

蛍雪軒叢書　近藤元粋評訂　　　　　　	 W921-1
　大阪　青木嵩山堂　明治29〜39（1896〜1906）10冊
　半紙　和

　内容：
　巻１　二十四詩品（唐・司空図）詩式（唐・釈皎然）

六一詩話（宋・欧陽脩）温公詩話（宋・司馬光）滄浪詩
話（宋・厳羽）対床夜語（宋・茫晞文）

　巻２　詩品（梁・鐘皪）中山詩話（宋・劉攽）後山詩話
（宋・陳師道）蔵海詩話（宋・呉可）唐子西文録（宋・
唐庚）帰田詩話（明・瞿佑）

　巻３　䂬渓詩話（宋・黄徹）臨漢隠居詩話（宋・魏泰）
秋星閣詩話（明・李沂）二老堂詩話（宋・周必大）芸苑
雌黄（宋・厳有翼）譚苑醍醐　竹林詩話　謝氏詩源

　巻４　許彦周詩話（宋・許顗）竹坡詩話（宋・周紫之）
履斎詩説（宋・孫奕）白石道人詩説（宋・姜夔）滹南詩
話（金・王若虚）滄浪詩話糾謬（明・馮班）

　巻５　老学庵詩話（宋・陸游）石林詩話（宋・葉夢徳）
珊瑚鈎詩話（宋・張表臣）南濠詩話（明・都穆）

　巻６　紫微詩話（宋・呂本中）庚渓詩話（宋・陳巌肖）
山房随筆（元・蒋正子）麓堂詩話（明・李東陽）漫叟詩話
（宋欠名）徐而庵詩話（清・徐増）金玉詩話（宋欠名）

　巻７　東坡詩話（宋・蘇軾）東坡詩話補遺（宋・蘇軾）
蘇詩紀事（宋・蘇軾）呉礼部詩話（元・呉道師）

　巻８　詩病五事（宋・蘇轍）杜詩箋（宋・黄庭堅）誠斎
詩話（宋・楊万里）弁陽詩話（宋・周密）談芸縁（明・
徐禎卿）芸圃擷余（明・王世懋）榕城詩話（杭世駿）

　巻９　侯鯖詩話（宋・趙令畤）冷斎夜話（宋・釈恵洪）
歳寒堂詩話（宋・張戒）西清詩話（宋・蔡條）

　巻10　存余堂詩話（明・朱承爵）夷白斎詩話（明・顧
元慶）揮麈詩話（明・王兆雲）寄園詩話（清・趙吉士）
説詩晬話（清・沈徳潜）

〔宋清諸家詩話〕7 巻　　　　　　　　　	 W921-2
　鴎夢吟社　明治刊　1 冊　美濃半　和
　内容：白石道人詩説（宋・姜夔）花草蒙拾（清・王士

禎）北江詩話（清・洪亮吉）石渓舫詩話（清・呉嵩梁）
詞統源流（清・彭孫遹）　霊芬館詞品（清・郭𪊲）芬陀
利室詞話（蒋敦復）
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　　　　　　◇

文心雕竜　10 巻（梁）劉勰著　　　　　	 W921-3
　（清）紀昀評
　清道光 13（1833）（朱墨刷）4 冊　半紙　唐

楽府古題要解　2 巻　（唐）呉兢著　　　　	 W921-4
　伊藤元啓校
　江戸　嵩山房　享保 17（1732）1 冊　美濃　和

風騒旨格　1 巻　（唐）釈斉己　　　　　　	 W921-5
　大正 3（1914）写　1 冊　半紙　和

全唐詩話　6 巻　（宋）尤袤編　（明）毛晋訂	 W921-6
　上海　朝記書荘　清宣統 3（1911）6 冊　美濃半　和

文則　2 巻　（宋）陳騤著　山〔井〕鼎点　　	 W921-7
　江戸　享保 13（1728）1 冊　美濃　和

詩人玉屑　20 巻　（宋）魏慶之編　　　　	 W921-8
　上海　掃葉山房　民国3（1914）（石印）6冊　美濃半　和

浩然斎雅談　3 巻　（宋）周密　　　　　　	 W921-9
　清刊　1 冊　美濃半　和

氷川詩式　10 巻　（明）梁橋　　　　　　	 W921-10
　写（万治版による）3 冊　半紙　和

芸苑巵言　8 巻　（明）王世貞　　　　　　	 W921-11
　大正 3（1914）写　4 冊　半紙　和

詩藪　20 巻　（明）胡応麟　　　　　　　　	 W921-12
　京都　武村新兵衛　貞享 3（1686）6 冊　美濃　和
　題簽：胡元瑞詩藪

詩薮　20 巻　（明）湖応麟　　　　　　	 W921-12 イ
　京都　武村新兵衛　貞享 3（1686）6 冊　美濃　和

梅村詩話　1 巻　（清）呉偉業　　　　　　	 W921-13
　上海　掃葉山房　清宣統 3（1911）（石印）1 冊
　美濃半　唐
　題簽：呉梅村詩話

枕山楼課児詩話　（清）陳昌其（元輔）　	 W921-14
　写（元文 4 刊本による）1 冊　半紙手　和

詩法入門　首巻　（清）游芸　　　　　　	 W921-15
　元禄 3（1690）1 冊　半紙　和

古詩平仄論　2 巻　（清）玉士禎（士正）著	 W921-16
　森大来（公泰）訂
　東京　明治 27（1894）2 冊　半紙半　和

漁洋詩話　2 巻　（清）王士禎（士正）　　	 W921-17
　上海　掃葉山房　民国 3（1914）（石印〕）1 冊
　美濃半　唐

帯経堂詩話　30 巻首 1 巻　（清）王士禎（士正） W921-18
　広州　蔵脩堂　清同治 12（1873）12 冊　美濃　唐

漁洋詩問　（清）王士禎（士正）　　　　	 W921-19
　上海　掃葉山房　清宜統3（1911）（石印）1冊
　美濃半　唐

五代詩話　10 巻　（清）王士正編　　　　	 W921-20
　（清）鄭方坤補
　清刊　7 冊　美濃半　唐（粤雅堂叢書）

柳亭詩話　30 巻　（清）宋長白（俊）　　	 W921-21

　清光緒 8（1882）8 冊　半紙　唐

声調譜　1 巻　（清）趙執信　　　　　　　	 W921-22
　清光緒 16（1890）1 冊　美濃　唐

談竜録　附唐音審体鈔　（清・銭良択）　	 W921-23
　（清）趙執信
　大正 3（1914）写　1 冊　半紙　和

古詩源　14 巻　（清）沈徳潜編　　　　　	 W921-24
　清刊　6 冊　半紙　唐

（彙簒）詩法度鍼　10 巻　（清）徐文弼編　	 W921-25
　清乾隆 36（1771）4 冊　半紙　唐

芸苑名言　8 巻　（清）蒋瀾編　　　　　　	 W921-26
　大阪　竜章堂　文政 9（1826）4 冊　美濃半　和

随園詩話　16 巻補遺 10 巻　（清）袁枚　　	 W921-27
　清道光 7（1827）12 冊　美濃半　唐

随圈詩話　16 巻補遺 10 巻　〔（清）袁枚〕	 W921-28
　清刊　12 冊　半紙半　唐

初月楼文話　2 巻　（清）呉仲倫（徳旋）著　	 W921-29
　信夫粲点
　明治 12（1879）2 冊　小　和

甌北詩話　10 巻　（清）趙翼　　　　　　	 W921-30
　明治 41（1908）写　2 冊　半紙　和

詠物七言律詩偶記　（清）翁方綱　　　　	 W921-31
　明治刊　1 冊　半紙　和

養一斎詩話　10 巻　李杜詩話 3 巻　　　	 W921-32



和 装 本 目 録 １

105

　（清）潘徳輿
　上海　掃葉山房　民国刊（石印）4 冊　美濃半　唐

星湄詩話　2 巻（清）除伝詩　　　　　　	 W921-33
　清宣統 3（1911）1 冊　美濃　唐

青楼詩話　2 巻（清）雷瑨編　　　　　 W921-34
　上海　掃葉山房　民国5（1916）（石印）1冊　美濃半　唐

閨秀詞話　4 巻　（清）雷瑨　雷瑊共編　	 W921-35
　上海　掃葉山房　民国5（1916）（石印）2冊　美濃半　唐

芸林雑抄　初編 7 巻　渡辺政編　　　　	 W921-87
　写　3 冊　半紙　和

　　　　◇

増広詩句題解彙編　8 巻　姓氏考 1 巻　　	 W921-36
　中西書局編
　上海　編者　清光緒 24（1898）4 冊　半紙半　唐

（唐明）詩学解環　岡懋徳監定　　　　　　	 W921-37
　京都　寛政 2（1790）1 冊　半紙半　和

五朝別裁集姓氏索引　　　　　　　　　	 W921-86
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇（古〜唐）

古唐詩合解　古詩 4 巻　唐詩 12 巻（3 巻〜 10 欠）	W921-38
　（清）王士禎（士正）編（清）王堯衢註
　清雍正 10（1732）序刊　4 冊　半紙　唐

古唐詩合解　古詩 4 巻　唐詩 12 巻　　　	 W921-39
　（清）王士禎（士正）編（清）王堯衢註

　上海　掃葉山房　清同治 8（1869）8 冊　半紙　唐

古唐詩合解　古詩 4 巻　唐詩 12 巻　　　　	 W921-40
　（清）王士禎（士正）編（清）王堯衢註
　清刊　5 冊　半紙半　唐

　　　　◇　（古〜宋）

楽府詩集　100 巻目 2 巻（元）郭茂倩編　	 W921-41
　民国元（1912）16 冊　半紙　唐

（槐本大字諸儒箋解）古文真宝　前集 3 巻　　	 W921-42
　（元）黄堅編
　大阪　宋栄堂　安政 2（1855）1 冊　美濃　和

（諸儒箋解）古文真宝　前集 3 巻　　　　　　	 W921-43
　〔（元）黄堅編〕
　大阪　中川明善堂　明治刊　1 冊　美濃　和

（諸儒箋解）古文真宝　後集 10 巻　　　　　	 W921-44
　〔（元）黄堅編〕
　林和泉　日本刊　1 冊　半紙半　和

（魁本大字諸儒箋解）古文真宝　後集 2 巻　　	 W921-45
　（元）黄堅編
　日本刊　1 冊　美濃　和

（魁本大字諸儒箋解）古文真宝　後集 2 巻　　	 W921-46
　〔（元）黄堅編〕
　大阪　日本刊　1 冊　美濃　和

（校訂）古文真宝　後集　（元）黄堅編　　　	 W921-47
　金沢　観文堂　大正 12（1923）1 冊　半紙　和
　（観文堂叢書第 7 編）

詩体明弁　6 巻目 1 巻　（明）徐師会編　　	 W921-48
　京都　柏屋四郎兵衛　日本刊　7 冊　半紙　和

文体明文纂要　3 巻　（明）徐師会編　　	 W921-49
　大郷穆鈔
　東京　明治 10（1877）3 冊　半紙　和

文体明文纂要　3 巻　（明）徐師会編　	 W921-49 イ
　大郷穆鈔
　東京　山中市兵衛　明治 10（1877）3 冊　半紙　和

　　　　　◇（古〜明・清）

古今詩刪　34 巻（巻 1 〜 5 欠）　　　　　	 W921-50
　〔（明）李攀竜編〕
　京都　田原勘兵衛　寛保 3（1743）5 冊　半紙　和

佩文斎詠物詩選　2 巻　館機鈔　　　　　	 W921-51
　江戸　万笈堂　文化 9（1812）2 冊　横小　和

佩文斎詠物詩選　2 巻　二編 2 巻　館機鈔　	 W921-52
　江戸　金生堂　文政13,嘉永3（1830,50）4冊　横小　和

（郁郁斎）古文析義詳解　16 巻（巻 10 欠）　	 W921-53
　（清）林雲銘編（清）呉乗権註
　清道光 26（1846）15 冊　半紙　唐

文林摘葉　田玉峰（田中為即）編　　　　	 W921-54
　江戸　寛政 11（1799）1 冊　半紙半　和

　　　　　◇（三国〜宋）

正文章軌範百家評柱註釈　7 巻　　　　	 W921-55
　（明）謝枋得編（明）李廷機評
　日本刊　2 冊　美濃　和
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正文章軌範百家評柱註釈　7 巻　　　　	 W921-55 イ
　（明）謝枋得編（明）李廷機評
　日本刊　2 冊　美濃　和

続文章軌範百家評柱註釈　7 巻　　　　	 W921-56
　（明）鄒守益編（明）李廷機註（明）焦竑評
　京都　正徳 5（1715）2 冊　美濃　和
　別題：続文章軌範評林

文章軌範纂評　（宋）謝枋得編　　　　　	 W921-57
　安藤太郎（秉）評
　明治 24（1891）3 冊　半紙半　和

正文章軌範講解　巻第 7　（宋）謝枋得編　	 W921-58
　森立之解
　甲府　内藤伝右衛門　明治 11（1878）1 冊　半紙　和

続文章軌範講解　7 巻　（明）鄒守益編　	 W921-59
　森立之解
　東京　明治 12（1879）7 冊　半紙　和

（点註）正続文章軌範　各 7 巻（各巻 1,2 欠）　	W921-60
　（宋）謝枋得編（明）鄒守益続編（明）李廷機評
　宮脇通赫補
　東京　山中市兵衛　明治 13（1880）4 冊　美濃　和

（点註）正続文章軌範　各 7 巻　　　　　　　	 W921-61
　（宋）謝枋得編（明）鄒守益続編（明）李廷機評
　宮脇通赫補
　東京　山中市兵衛　明治 14（1881）6 冊　美濃半　和

（点註）正文章軌範　7 巻（宋）謝枋得編	 W921-61 イ
　（明）李廷機評　宮脇通赫補
　東京　山中市兵衛　明治 16（1883）3 冊　美濃半　和

正続文章軌範字類大全　2 巻　新井新編　	 W921-62
　東京　山中市兵衛　明治 14（1881）2 冊　美濃半　和

（漂箋）正文章軌範　7 巻（宋）謝枋得編　	 W921-63
　（明）李廷機評　原田由己標箋
　東京　水野慶次郎　明治 14（1881）3 冊　半紙　和

（標箋）続文章軌範　7 巻　（明）鄒守益編　	 W921-64
　（明）李廷機評　原田由己標箋
　東京　水野慶次郎　明治 14（1881）3 冊　半紙　和

精註文章軌範　正続各 7 巻　　　　　　	 W921-65
　（宋）謝枋得編（明）鄒守益続編
　石川鴻斎（英）補註
　東京　松栄堂　明治 24（1891）6 冊　半紙　和

正文章軌範独学自在　近藤元晋編　　　	 W921-66
　大阪　青木嵩山堂　明治 24（1891）3 冊　美濃半　和

続文章軌範独学自在　近藤元晋編　　　	 W921-67
　大阪　青木嵩山堂　明治 24（1891）3 冊　美濃半　和

正文章軋範文法講義　7 巻　岡三慶　　	 W921-68
　東京　松栄堂　明治 32（1899）2 冊　半紙　和

続文章軌範文法講義　7 巻　岡三慶　　	 W921-69
　東京　松栄堂　明治 32（1899）2 冊　半紙　和

謝選拾遺　7 巻　頼㐮編　　　　　　　　	 W921-70
　大阪　日新館　明治 11（1878）5 冊　美濃半　和

謝選拾遺評林　7 巻　頼㐮編　木沢成粛評	 W921-71
　大阪　中尾新助　明治 15（1882）5 冊　美濃半　和

　　　　◇（唐〜明）

（康煕御定）歴代題画詩類　（清）陳邦彦編　	 W921-72
　江戸　天保 9（1838）4 冊　小　和

歴代題画詩類絶句抄　西島蘭渓（長孫）抄	 W921-73
　文化 14（1817）2 冊　美濃半　和

（歴代名家）題画小舫　3 巻　浜名白塢編　	 W921-74
　大阪　此邨彦助　明治 12（1879）3 冊　美濃半　和

（袖珍）唐明詩類函　2 巻　角有則編　　　	 W921-75
　大阪　浅井吉兵衛　享和 2（1802）2 冊　横小　和

　　　　　◇（唐〜清）

絶句類選評本　21 巻（巻 1 〜 3 欠）　　　	 W921-76
　津阪孝綽編　斎藤拙堂（正謙）評
　大阪　青木嵩山堂　明治 13（1880）9 冊　半紙半　和

絶句類選評本　　　　　　　	 W921-77
　津阪孝綽編　斎藤拙堂（正謙）評
　大阪　明治 34（1901）5 冊　美濃半　和

古詩声譜　4 巻　江馬聖欽編　　　　　	 W921-78
　京都　編者　明治 17（1884）2 冊　半紙　和

掌中歴代絶句詩選　　　　　　　　　　　　	 W921-79
　京都　山本伊三郎　明治刊　1 帖　小　折本

填詞図譜　田能村竹田（孝憲）編　　　　	 W921-80
　大阪　柏原政次郎　明治 14（1881）2 冊　美濃半　和

　　　　　◇
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宋元明詩選三百首　4 巻　　　　　　　　	 W921-81
　（清）朱梓　冷昌言共編　近藤元粋評
　大阪　青木嵩山堂　明治 32（1899）4 冊　半紙半　和

金元清詩類選　8 巻　大江維輯編　　　	 W921-82
　京都　菱屋孫兵衛　安政 3（1856）3 冊　半紙　和

金元清詩類選　8 巻　大江維輯編　　　	 W921-82 イ
　京都　菱屋孫兵衛　安政 3（1856）3 冊　半紙　和

三家詠物詩　3 巻　　　　　　　　　　　	 W921-83
　（元・謝宗可　明・瞿佑　清・張劭）
　江戸　須原屋源助　文政 8（1825）3 冊　美濃　和

　　　　　◇

（歴代）名媛詩文　下之上下　久保田梁川編　	 W921-84
　東京　内田弥兵衛　明治 11（1878）2 冊　半紙　和

題画詩刪　2 巻附 1 巻　森川世黄編　　　	 W921-85
　大阪　明治 12（1879）2 冊　美濃半　和

　　　　　　921.3　先秦　漢・魏・六朝　隋

楚辞　8 巻　後語 6 巻〔（漢）劉向編〕　	 W921.3-1
　（宋）朱熹集注
　京都　慶安 4（1651）5 冊　美濃　和
　別題：註解楚辞全集

楚辞　8 巻〔（漢）劉向編〕　（宋）朱熹集註	 W921.3-2
　清刊　2 冊　美濃　唐

楚辞灯　巻 2,3（清）林西仲（雲銘）　	 W921.3-3
　日本刊　2 冊　美濃　和

　　　　　◇

文選正文　12 巻目 1 巻　（梁）蕭統編　　	 W921.3-4
　片山兼山（世璠）点
　大阪　万延元（1860）13 冊　美濃　和

文選正文　巻 1,2　〔（梁）蕭統編〕　　	 W921.3-5
　南郭（服部元喬）句読　兼山（片山世璠）国読
　刊　2 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

（評苑）文選傍訓大全　15 巻　　　　　　	 W921.3-6
　（梁）蕭統編（唐）李善註（明）王象乾訂
　京都　風月勝左衛門　元禄13（1700）10冊　美濃　和

（評苑）文選傍訓大全　15 巻（巻 1 〜 4 欠） W921.3-6 イ
　（梁）蕭統編（唐）李善註（明）王象乾訂
　京都　風月勝左衛門　元禄 13（1700）7 冊　美濃　和

玉台新詠　10 巻　（陳）徐陵編　　　　　	 W921.3-7
　（清）呉兆宜註
　上海　掃葉山房　民国4（1915）（石印）6冊　美濃半　唐
　題簽：玉台新詠箋註

漢魏六朝百三家集（残缼本）　（明）張溥編	 W921.3-8
　南雅書局　清光緒 18（1892）20 冊　半紙半　唐
　内容：
　第１冊　賈長沙集（漢・賈誼）
　第２冊　司馬文園集（漢 ･ 司馬相如）
　第３冊　董膠西集（漢 ･ 董仲舒）
　第４冊　東方大中集（漢・東方朔）
　第５冊　褚先生集（漢・褚少孫）
　第６冊　王諫議集（漢・王褒）
　第７冊　劉子政集（漢・劉向）
　第８冊　揚侍郎集（漢・揚雄）
　第９冊　劉子駿集（漢・劉歆）馮曲陽集（漢・馮衍）

　第 10 冊　班蘭台集（漢・班固）崔亭伯集（漢・崔駰）
　第 11 冊　張長史集（斉・張融）孔詹事集（斉・孔稚珪）
　第 12 〜 14 冊　梁武帝集（梁・粛衍）
　第 15 冊　梁昭明集（梁・蕭統）
　第 16 〜 18 冊　梁簡文帝集（梁・粛綱）
　第 19,20 冊　梁元帝集（梁・粛繹）

（宛鄰書屋）古詩録　12 巻　（清）張琦編　	 W921-3-9
　清同治 8（1869）4 冊　半紙　唐

　　　　　◇　別集

忠武侯諸葛孔明先生全集　第 11,12（文集）	 W082-1
　（漢）諸葛亮　　　　　　　　　　　　　	
　清同治元（1862）（木活）2冊　半紙　唐

曹集銓評　10 巻逸文 1 巻　（魏）曹植著	 W921.3-10
　（清）丁晏編
　清同治 11（1872）2 冊　美濃　唐

陶淵明集　8 巻　（晋）陶潜　　　　　　	 W921.3-11
　天保 11（1840）跋刊　2 冊　美濃半　和

陶淵明集　8 巻　（晋）陶淵明（潜）著　	 W921.3-12
　近藤元粋評
　大阪　青木嵩山堂　明治 33（1900）4 冊　半紙半　和

（回文）錦字詩抄　〔（晋）蘇蕙著〕　　　	 W921.3-13
　高井伴寛編
　江戸　花屋久次郎　享和 2（1802）1 冊　半紙　和

広絶交論一首　（梁）劉峻　　　　　　	 W921.3-14
　写　1 冊　半紙　和

千字文余師　（梁）周興嗣　　　　　　	 W921.3-15
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　江戸　山崎屋清七　弘化 3（1846）1 冊　半紙半　和

　　　　　　921.4　唐　宋

全唐詩人姓氏索引　　　　　　　　　	 W921.4-1
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　◇

才調集　（蜀）韋縠編　　　　　　　　　	 W921.4-2
　上海　掃葉山房　民国 3（1913）（石印〕）4 冊
　美濃半　唐

唐詩絶句　（宋）趙蕃　韓淲共編　　　	 W921.4-3
　（宋）謝枋得註
　東京　民友社　明治 41（1908）1 冊　美濃半　和

（増註）唐賢三体詩法　3 巻　（宋）周弼編	 W921.4-4
　（元）釈円至註（元）斐庾増註
　貞享 2（1685）3 冊　美濃　和

（増往）唐賢三体詩法　3 巻　　　　　	 W921.4-4 イ
　（宋）周弼編　（元）釈円至註　（元）斐庾増註
　京都　文華堂　享保 10（1725）3 冊　美濃　和

唐賢三体詩法　3 巻　〔（宋）周弼編〕　	 W921.4-5
　（元）斐庾編註
　大阪　享保 8（1723）1 冊　半紙半　和

唐詩三体家法　3 巻　（宋）周弼編　　　	 W921.4-6
　江戸　天保 12（1841）1 冊　横小　和

唐賢三体詩法　3 巻　（宋）周弼編　　　	 W921.4-7
　大阪　河内屋茂兵衛　刊　3 冊　半紙半　和

唐賢三体詩法　3 巻　（宋）周弼編　　	 W921.4-7 イ
　大阪　青木嵩山堂　明治 23（1890）3 冊　半紙半　和

（晩唐）袖珍三体詩　3 巻　（宋）周弼編　	 W921.4-8
　大阪　敦賀屋彦七　弘化 2（1845）3 冊　小　和

唐詩正声　22 巻　（明）高棅編　　　　 W921.4-9
　京都　山田三良兵衛〔享保14〕（1729）2冊　半紙　和

唐詩選　7 巻　（明）李攀竜編　　　　	 W921.4-10
　服部南郭（元喬）校
　江戸　嵩山房　延享 2（1745）1 冊　半紙半　和

唐詩選　7 巻　（明）李攀竜編　　　　	 W921.4-11
　服部南郭（元喬）校
　大阪　嵩山房　天保 6（1835）1 冊　半紙半　和

唐詩選　7 巻　（明）李攀竜編　　　　	 W921.4-12
　服部元喬点
　東京　嵩山房　万延元（1860）2 冊　半紙半　和

唐詩選国字解　7 巻　（明）李攀竜編　	 W921.4-13
　服部元高解
　江戸　嵩山房　文化 11（1814）1 冊　半紙　和

唐詩選掌故　7 巻　（明）李攀竜編　　	 W921.4-14
　千葉玄之註
　江戸　嵩山房　明和 5（1768）2 冊　半紙　和

唐詩選掌故　7 巻　（明）李攀竜編　	 W921.4-14 イ
　千葉玄之註
　江戸　嵩山房　明和 5（1768）2 冊　半紙　粕

唐詩選掌故　7 巻　（明）李攀竜編　	 W921.4-14 ロ
　江戸　嵩山房　明和 5（1768）2 冊　半紙　和

唐人万首絶句道　7 巻　　　　　　　　	 W921.4-15
　（清）王士禎（士正）編
　上海　掃葉山房　民国3（1914）（石印）2冊　美濃半　唐

箋註唐賢詩集　（清）王士禎（士正）編　	 W921.4-16
　近藤元粋評
　大阪　青木嵩山堂　明治 33（1900）6 冊　半紙半　和

唐詩別裁集　20 巻　（清）沈徳潜編　　	 W921.4-17
　清刊　1 冊　半紙半　唐

唐詩三百首註疏　6 巻　（清）章燮註　	 W921.4-18
　上海　掃葉山房　民国2（1913）（石印）6冊　半紙半　唐

唐詩解頤　7 巻　釈顕常　　　　　　	 W921.4-19
　安永 5（1776）2 冊　半紙　和

　　　　　　◇

王孟詩集（王右丞集・孟㐮陽集）　	 W921.4-20
　（唐）王維著（唐）孟浩然著　近藤元粋評訂
　大阪　嵩山堂　明治 33（1900）5 冊　半紙半　和

李杜四声韻選　4 巻　千葉玄之編　　	 W921.4-21
　安永 5（1776）1 冊　半紙半　和

　　　　　　◇

草堂詩余　4 巻　　　　　　　　　　	 W921.4-22
　箕山書屋　明刊　4 冊　美濃　唐（奥文庫旧蔵）

（鼎鐫註釈解意）懸鏡千家詩　2 巻　　　	 W921.4-23
　（宋）謝枋得
　延宝 6（1678）跋刊　2 冊　美濃　和
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（精刊唐宋千家）聯珠詩格　20 巻　　　　	 W921.4-24
　（宋）于済　蔡正孫共編　大窪行校
　江戸　文化元（1804）5 冊　美濃　和

（精刊唐宋千家）聯珠詩格　20 巻　　　　	 W921.4-25
　（宋）于済　蔡正孫共編
　京都　天保 4（1833）1 冊　半紙半　和

瀛奎律髄　3 巻　（元）方回編　　　　　	 W921.4-26
　京都　朝倉儀助　文化 5（1808）3 冊　横小　和

瀛奎律髄刊誤　49 巻　　　　　　　　	 W921.4-27
　（元）方虚谷（回）編（清）紀䲨批
　清刊　12 冊　半紙　唐

唐宋八大家文格　5 巻　　　　　　　　	 W921.4-28
　（明）唐順之原選　川西函州（潜）編
　天保 10（1839）5 冊　半紙　和

唐宋八大家文格　5 巻　　　　　　　　　	 W921.4-29
　（明）唐順之原選　川西函州（潜）編
　文久 3（1863）5 冊　半紙　和（弘前藩学校旧蔵）

唐宋八大家文読本　30 巻　　　　　　	 W921.4-30
　（巻 15,16,23 〜 26 久）（清）沈徳潜評
　大阪　明治 12（1879）13 冊　半紙　和

（評註）唐宋八大家読本　30 巻　　　　　	 W921.4-31
　（清）沈徳潜評　川上広樹簒評
　東京　明治 11（1878）16 冊　半紙　和

（評註）唐宋八大家読本　30 巻　　　	 W921.4-31 イ
　（清）沈徳潜評　川上広樹簒評
　東京　山中市兵衛　明治 11（1878）16 冊　半紙　和

簒評唐宋八大家文読本　巻 3,5,7,8　	 W921.4-32
　（清）沈徳潜評　石村貞一簒評
　東京　明治 11（1878）4 冊　半紙　和

（標註）唐宋八大家文読本　30 巻　　　	 W921.4-33
　（清）沈徳潜評　榧木寛則註
　東京　博文館　明治 26（1893）8 冊　美濃半　和

精註唐宋八大家文読本　30 巻　　	 W921.4-34
　（清）沈徳潜評　（清）高塘増評　石川鴻斎（英）校註
　東京　金港堂　明治 18（1885）16 冊　半紙　和

（御選）唐宋詩醇　47 巻目 2 巻　（清）高宗編	W911.4-35
　清光緒 7（1881）24 冊　半紙　唐

（御選）唐末詩醇　巻 1 〜 8　（清）高宗編	 W921.4-36
　大阪　河内屋喜兵衛　嘉永 5（1852）4 冊　半紙　和

唐宋詩醇抄　6 巻　長允文評釈　　　	 W921.4-37
　東京　万字堂　明治 15（1882）5 冊　美濃半　和

古文余師　巻 2　　　　　　　　　　	 W921.4-38
　刊　1 冊　半紙　和

宋百家絶句　4 巻　巻大任編　　　　	 W921.4-39
　江戸　須原屋茂兵衛　文化 10（1813）4 冊　横小　和

（今体）宋詩選　4 巻　（清）陸式玉編　　	 W921.4-40
　江戸　玉山堂　文化 3（1806）1 冊　半紙半　和

宋代五十六家詩集　竜文閣校　　　　	 W921.4-41
　北京　竜文閣　清宣統2（1910）（石印）6冊　美濃半　唐

批評宋詩鈔　8 巻　（清）張景星編　　	 W921.4-22

　後藤元太郎評
　大阪　青木嵩山堂　明治刊　2 冊　半紙半　和

広三大家絶句　（范石湖・楊誠斎・陸放翁）	 W921.4-43
　大窪天民（行）菊池五山（桐孫）共編
　江戸　玉山堂　文政 8（1825）1 冊　半紙　和

　　　　◇　別集

孟浩然詩集　（唐）孟浩然著　　　　　	 W921.4-44
　（宋）劉辰翁評
　清光緒 6（1880）跋刊（朱墨印）2 冊　美濃　唐

寒川詩講義　〔（唐）釈寒山原著〕　　	 W921.4-45
　若生国栄著
　東京　光融館　明治 40（1907）1 冊　半紙　和

唐王右丞詩集　６巻　（唐）王維著　　	 W921.4-46
　（明）顧可久註
　京都　正徳 4（1714）3 冊　美濃　和

李太白詩醇　5 巻　（唐）李白著　　　	 W921.4-47
　近藤元粋編
　大阪　青木嵩山堂　明治 34（1901）5 冊　半紙半　和

李太白詩醇　5 巻　（唐）李白著　　　	 W921.4-47 イ
　近藤元粋編
　大阪　青木嵩山堂　明治 40（1907）3 冊　半紙半　和

長恨歌・琵琶行并野馬台　（唐）李白　	 W921.4-48
　寛永 20（1643）1 冊　美濃　和

杜律集解　五言 4 巻　七言 2 巻　　　　	 W921.4-49
　（唐）杜甫著（明）邵伝編
　万治 2（1659）1 冊　半紙半　和
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杜律集解　五言 4 巻（巻 2 〜 4 欠）　　　	 W921.4-50
　七言 2 巻（唐）杜甫著（明）邵伝編
　京都　丸屋庄三郎　寛文 10（1670）3 冊　美濃　和

杜律五言集解　4 巻　　	 W921.4-51
　（唐）杜甫著　（明）邵伝編
　日本刊　2 冊　美濃　和

杜工部詩醇　6 巻　（唐）杜甫著　　　	 W921.4-52
　近藤元粋選評
　東京　青木嵩山堂　明治 38（1905）3 冊　半紙半　和

杜工部詩醇　6 巻　（唐）杜甫著　　	 W921.4-52 イ
　近藤元粋選評
　東京　青木嵩山堂　明治 38（1905）6 冊　半紙半　和

杜律詩話　（清）陳廷敬　　　　　　　	 W921.4-53
　京都　正徳 3（1713）2 冊　半紙　和

杜工部詩話　（清）劉鳳誥　　　　　　	 W921.4-54
　上海　掃葉山房　清宣統 2（1910）（石印）1 冊
　美濃半　唐

李長吉集　2 巻　（唐）李賀　　　　　	 W921.4-55
　上海　掃葉山房　清宣統元（1909）（石印）2 冊
　美濃半　唐

柳柳州詩集　4 巻　　　　　　　　　　	 W921.4-56
　（唐）柳子厚（宗元）著　近藤元粋編評
　大阪　青木嵩山堂　明治 33（1900）2 冊　半紙半　和

韋蘇州詩集　10 巻　（唐）韋応物著　　	 W921.4-57
　近藤元粋編評
　大阪　青木嵩山堂　明治 33（1900）4 冊　半紙半　和

白楽天詩集　5 巻　（唐）白居易　　	 W921.4-58
　近藤元粋訂
　東京　青木嵩山堂　明治 30（1897）2 冊　半紙半　和

攀川詩集　8 巻　（唐）杜牧　　　　　　	 W921.4-59
　江戸　万笈堂　文化 13（1816）4 冊　美濃　和

攀川詩集　4 巻　外集 1 巻　　　　　　　	 W921.4-60
　（唐）杜牧著（清）馮集梧註
　清光緒 16（1890）6 冊　半紙　唐
　別題：杜樊川詩集注

攀川詩集　4 巻　外集 1 巻　　　　　	 W921.4-60 イ
　（唐）杜牧著（清）馮集梧註
　清光緒 16（1890）5 冊　半紙　唐

温飛卿詩集　（唐）温庭筠（岐）等　　　	 W921.4-61
　藤林大雅　林戇校
　江戸　和泉屋吉兵衛　天保 4（1833）2 冊　半紙　和

（重刊校正）笠沢叢書　3 巻補遺 1 巻　　　	 W921.4-62
　（唐）陸亀蒙
　上海　掃葉山房　民国3（1914）（石印）3冊　美濃半　唐

羅昭諌集　8 巻　（唐）羅隠著　（清）張瓉校	 W921.4-63
　清道光 4（1824）跋刊　2 冊　半紙　唐

韓内輪香奩集　3 巻　（唐）韓偓　　　 W921.4-64
　文化 8（1811）1 冊　半紙　和

　　　　◇　別集

林和靖詩集　（宋）林逋著　　　　　　	 W921.4-65
　近藤元粋評

　東京　青木嵩山堂　明治 30（1897）2 冊　半紙半　和

林和靖詩集　（宋）林逋著　　　　　	 W921.4-65 イ
　近藤元粋評
　東京　青木嵩山堂　明治 39（1906）2 冊　半紙半　和

鐔津文集　19 巻　（宋）釈契嵩　　　　	 W921.4-66
　日本刊　6 冊　美濃　和

（新制抜粋分類）鮮東坡絶句　（宋）蘇軾　	 W921.4-67
　日本刊　1 冊　小　和

東坡題跋　（宋）蘇軾著　（清）温一貞編	 W921.4-68
　大坂　不自欺斎　天保 3（1832）2 冊　美濃半　和

東坡先生詩鈔　（宋）蘇軾著　　　　　	 W921.4-69
　（清）周之鱗　柴升共編
　仙台　裳華房　文化 3（1806）4 冊　美濃　和

山谷詩集　2 集　（宋）黄庭堅　　　　	 W921.4-70
　元禄 4（1691）1 冊　美濃　和

山谷詩集　2 巻　（宋）黄庭堅　　　	 W921.4-70 イ
　元禄 4（1691）2 冊　美濃　和

山谷詩集　10 巻　（宋）黄庭堅　　　　	 W921.4-71
　日本刊　1 冊　美濃半　和

岳忠武王集　（宋）岳飛著　（明）単恂編	 W921.4-72
　江戸　和泉屋金右衛門　文久3（1863）1冊　半紙　和

陸象山先生集要　4 巻　（宋）陸九淵著　	 W125-13
　（明）聶良杞編
　明万暦 25（1597）4 冊　美濃　唐
　別題：象山集要



和 装 本 目 録 １

111

石湖先生詩鈔　（宋）范成大　　　　　	 W921.4-73
　（清）周之鱗　柴升共編　
　文化元（1804）3 冊　美濃　和
　別題：范石湖詩鈔

放翁先生詩鈔　（宋）陸游著　　　　　	 W921.4-74
　（清）周之鱗　柴升共編
　享和元（1801）4 冊　美濃　和
　別題：陸放翁詩鈔

放翁先生詩鈔　（宋）陸游著　　　　	 W921.4-74 イ
　（清）周之鱗　柴升共編
　享和元（1801）4 冊　美濃　和

放翁先生詩鈔　（宋）陸游著　　　　	 W921.4-74 ロ
　享和元（1801）（後刷）4 冊　美濃　和

（宋賢）菊礀遺藁　（宋）高翥著　松浦則武校	 W921.4-75
　江戸　万笈堂　文化 8（1811）1 冊　半紙　和

淮海挐音　2 巻　（宋）釈元肇　　　　　 W921.4-76
　東京　民友社　大正2（1913）（元禄刊本影印）2冊　

半紙　和（成簀堂叢書）

真山民詩集　（宋）真山民　　	 W921.4-77
　江戸　山城屋佐兵衛　天保 4（1833）1 冊　美濃　和

真山民詩集　（宋）真山民　　　　　　　	 W911.4-78
　嘉永元（1848）写　1 冊　半紙　和

真山民詩集　（宋）真山民著　　　　　	 W911.4-79
　近藤元粋評
　大阪　青木嵩山堂　明治 28（1895）1 冊　半紙半　和

真山民詩集　（宋）真山民著　　　　　	 W921.4-79 イ
　近藤元粋評
　大阪　青木嵩山堂　明治 35（1902）1 冊　半紙半　和

文文山詩選　2 巻　（宋）文天祥著　　	 W921.4-80
　城井国綱編
　東京　万笈閣　明治 3（1870）2 冊　半紙　和

指南録　4 巻附紀年録　（宋）文天祥　	 W921.4-81
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　921.5　金　元　明

元百家絶句　2 巻　朝長晋亭（昭）編　　	 W921.5-1
　文化 13（1816）1 冊　半紙　和

明詩綜　100 巻目 1 巻　（清）朱彝尊編　	 W911.5-2
　清刊　40 冊　半紙　唐

明詩綜姓氏索引　　　　　　　　　　　	 W921.5-3
　写　1 冊　半紙　和

絶句解　3 巻　拾遺 3 巻　　　　　　　　　	 W921.5-4
　荻生徂徠（双松）著　宇佐美恵点
　宝暦 13（1763）2 冊　半紙　和

絶句解　3 巻　　　　　　　　　	 W921.5-4 イ
　荻生徂徠（双松）著　宇佐美恵点
　宝暦 13（1763）1 冊　半紙　和

明詩礎　2 巻　田重卿　原良延共編　　	 W921.5-5
　京都　伊勢屋正三郎　元文4（1739）1冊　半紙半　和

明祝寿詩集　1 巻　岩渓恭編　　　　　	 W921.5-6
　京都　林宗兵衛　寛政 8（1796）1 冊　半紙　和

明文鈔　4 巻　　　　　　　　　　　　　	 W921.5-7
　写　2 冊　半紙　和（葛西清方旧蔵）

七子詩集註解　7 巻　（明）陳継儒句解　	 W921.5-8
　京都　延享 4（1747）2 冊　美濃　和
　註：李攀竜　王世貞　梁有誉　謝榛　徐中行　呉国倫　

宗臣

明十家詩選　巻 1 〜 6　田辺新之助編　	 W921.5-9
　東京　田沼書店　明治34,35（1901,02）3冊　美濃半　和
　註：劉基　高啓　李東陽　李夢陽　何景明　徐禎卿

　　　　◇　別集

元遺山詩集箋註　14 巻附 1 巻補 1 巻　　	 W921.5-10
　（金）元好問著　（清）施国祁註
　清道光 7（1827）6 冊　美濃　唐

元遺山先生文選　7 巻　（金）元好問著	 W921.5-11
　（清）李祖陶評　竹添進一郎鈔
　東京　奎文堂　明治 14（1881）4 冊　半紙　和

梧渓集　7 巻　附困学斎雑録	 W921.5-12
　（元・鮮于枢）　（元）王逢　　　　　　　　　　
　清同治 13（1871）8 冊　美濃半　唐

鉄厓三種　（元）楊維楨著（清）楼卜濹注	 W921.5-13
　上海　掃葉山房　清宜統 2（1910）（石印）10 冊
　美濃半　和

詠物詩　上巻　（元）謝宗可　　　　　　	 W921.5-14
　写　1 冊　美濃　和

（輯註増補）高青邱全集　20 巻首 1 巻　　	 W921.5-15
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　（明）高啓著（清）金檀註　近藤元粋評
　大阪　青木嵩山堂　明治30（1897）21冊　美濃半　和

高青邱詩醇　7 巻　（明）高啓著　　　	 W921.5-16
　斎藤拙堂（謙）編
　大阪　青木嵩山堂　明治 39（1906）4 冊　半紙半　和

解学士詩　（明）解縉　　　　　　　　　	 W921.5-17
　清刊　1 冊　美濃半　和

詠物集　1 巻　（明）瞿佑　　　　　　　　	 W921.5-18
　写　1 冊　美濃　和

篁荘遺稿　2 巻　（明）欧陽建　　　　	 W921.5-19
　清咸豊 3（1853）1 冊　美濃　唐

楊忠愍公全集　4 巻　（明）楊継盛著　	 W921.5-20
　（清）毛奇齢編
　清康熙 3（1694）跋刊　4 冊　美濃半　唐

滄溟先生集　14 巻　（明）李攀竜　　　	 W921.5-21
　清光緒 21（1895）4 冊　美濃　唐
　別題：滄溟詩集

弇園詠物詩　1 巻　（明）王世貞　　　　	 W921.5-22
　京都　文林堂　享保 21（1736）1 冊　半紙半　和

瀟碧堂集　20 巻　続集 10 巻　（明）袁宏道	 W921.5-23
　明万暦 6（1608）6 冊　美濃　唐

区太史詩集　27 巻　（明）区大相　　　	 W921.5-24
　清刊　4 冊　美濃半　唐

　　　　　　921.6　清

馮定遠・馮舎人詩集　　　　　　　　	 W921.6-1
　（鈍吟集 3 巻　馮舎人遺詩 6 巻）
　（清）馮班（清）馮廷櫆
　上海　集益書局　民国3（1914）（石印）4冊　美濃半　唐

清六大家絶句鈔　12 巻　　　　　　　　　	 W921.6-2
　大阪　嵩山堂　明治刊　12 冊　半紙　和
　註：王漁洋　朱竹坨　呉梅村　袁随園　呉聖徴　沈帰愚

清名家古文所見集　4 巻　（清）陳兆麒編	 W921.6-3
　清道光 2（1822）4 冊　半紙　和

青雲集分韻試帖詳註　4 巻　　　　　　	 W921.6-4
　（清）楊逢春　粛応櫆共編
　上海　掃葉山房　清刊　4 冊　半紙半　唐

浙西六家詩鈔　6 巻　（清）呉応和編　頼㐮評	 W921.6-5
　嘉永 2（1849）3 冊　美濃　和

浙西六家詩抄　6 巻　（清）呉応和　馬洵共編 W921.6-6
　嘉永 6（1853）序刊　6 冊　半紙　和

（評訂）浙西六家詩鈔　6 巻　　　　　　　	 W921.6-7
　（清）呉応和　馬洵共編　近藤元粋評訂
　大阪　嵩山堂　明治 36（1903）3 冊　半紙半　和
　註：厲鶚　厳遂成　王又曽　銭載　袁枚　呉錫麒

乍浦集詠鈔　3 巻附 1 巻（清）沈筠編　	 W921.6-8
　横山巻鈔
　嘉永 2（1849）1 冊　美濃　和

（硃批増註）七家詩選　7 巻　　　　　　 W921.6-9
　（清）張煕宇評（清）張昶註
　清咸豊 7（1857）4 冊　半紙　唐
　註：王廷紹　那清安　劉嗣　路徳　揚庚　李惺　陳沆

墨選知新　（清）徐士穀編　　　　　　	 W921.6-48
　清同治 3（1864）4 冊　美濃半　唐

湖海詩伝　46 巻　（清）王昶編　　	 W921.6-10
　清同治 4（1865）16 冊　半紙　和

湖海詩伝鈔　巻 4　（清）王昶編　　	 W921.6-11
　川島楳坪鈔
　東京　山中市兵衛　明治 15（1882）1 冊　半紙　和

嶺南三大家詩選　24 巻　（清）王隼編　	 W921.6-12
　清同治 7（1868）6 冊　美濃　唐
　註：梁佩蘭　屈大均　陳恭尹

広雅砕金　4 巻　（清）袁昶編　　　	 W921.6-13
　清光緒 23（1897）2 冊　半紙　唐

師友風義録　（清）鄭鵬雲編　　	 W921.6-14
　清光緒 29（1903）1 冊　美濃半　唐

清詩選　7 巻　奥田元継　高岡公恭共編 W921.6-15
　享和 3（1803）1 冊　半紙半　和

清詩選　7 巻　奥山元継　高岡公恭共編　	W921.6-15 イ
　享和 3（1803）1 冊　半紙半　和

清人詠物詩鈔　菊池五山（桐孫）鈔　　	 W911.6-16
　嘉永 5（1852）1 冊　横小　和

文海指針　1 巻　川田瓮江（剛）評点　	 W921.6-17
　東京　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

清三家絶句　1 巻（上巻欠）森魯直編　	 W921.6-18
　東京　明治 11（1878）2 冊　小　和
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　註：陳文述　郭𪊲

清廿四家詩　3 巻　中島一男編　　　　	 W921.6-19
　明治 11（1878）3 冊　半紙　和

清廿四家詩　3 巻　中島一男編　　	 W921.6-19 イ
　明治 11（1878）3 冊　半紙　和

清名家史論鈔　6 巻　五十川淵編	 W921.6-20
　東京　伊勢屋庄之助　明治 12（1879）6 冊　半紙　和

清詩佳絶　3 巻　土屋栄編　　　　　	 W921.6-21
　東京　晴靄山房　明治 12（1879）3 冊　美濃半　和

清百家絶句　3 巻　土屋栄編　　　　　	 W921.6-22
　東京　文求堂　明治 15（1882）3 冊　美濃半　和

（参評）清大家詩選　竹添進一郎編　　	 W921.6-23
　東京　奎文堂　明治 16（1883）5 冊　美濃半　和

　　　　◇　別集

呉詩集覧　20 巻目 1 巻　　　　　　　　	 W921.6-24
　（清）呉梅村（偉業）
　清刊　1 冊　半紙　和

海上吟　（清）呉偉業　　　　　　　　	 W921.6-25
　清刊　1 冊　美濃　唐

枕山楼詩集　（清）陳元輔　　　　　　	 W911.6-26
　大正 5（1916）写　1 冊　半紙　和

朱竹坨文粋　6 巻　（清）朱彝尊著　　	 W921.6-27
　村瀬誨輔編
　大阪　岡田群玉堂　天保 5（1834）6 冊　半紙　和

漁洋山人精華録詩題目次　　　　　	 W921.6-28
　（清）王士禎（士正）
　写　1 冊　半紙　和

花暦百詠　2 巻　（清）翁長祚　　　　　	 W921.6-29
　江戸　須原屋源助　文政 7（1824）2 冊　半紙　和

晩香園梅詩　（清）林潭著　（清）陳元輔註	 W921.6-30
　安政 2（1855）1 冊　美濃　和

樊榭山房全集　詩 10 巻詩続 10 巻文 8 巻　外詞外曲附録
　（清）癘鶚	 W921.6-31
　清光緒 10（1884）12 冊　半紙　和

鄭板橋全集　詩抄 3 巻　詞鈔 1 巻　小唱 1 巻　家書 1 巻
　（清）鄭燮	 　　W921.6-32
　上海　掃葉山房　清宣統元（1909）（石印）4 冊
　美濃半　和

飴山詩集　20 巻　（清）趙執信　　　　	 W921.6-33
　上海　掃葉山房　民国5（1916）（石印）4冊　美濃半　和
　別題：趙秋谷詩集

忠雅堂詩集　27 巻補遺 2 巻詞集 2 巻　　	 W921.6-34
　（清）蒋士銓
　清刊　8 冊　美濃　和

両当軒集　22 巻　附 4 巻攷異 2 巻　　　	 W921.6-35
　（清）黄景仁
　清光緒 2（1876）6 冊　半紙　唐

小倉山房詩集　31 巻　文集 17 巻　　　	 W921.6-36
　（清）袁枚
　清刊　12 冊　半紙半　唐

王夢楼絶句　2 巻　（清）王文治著　　	 W921.6-37
　宍戸逸郎編
　東京　明治 14（1881）2 冊　半紙半　和

王夢楼絶句　2 巻　（清）王文治著　	 W921.6-37 イ
　宍戸逸郎編
　東京　明治 14（1881）2 冊　美濃半　和

船山詩草　3 巻　二編 6 巻　　	 W921.6-38
　（清）張問陶著　篠崎弼校
　京都　聖華房　嘉永元（1848）6 冊　美濃　和

有正味斎全集　詩集 16 巻文集 24 巻　続集 8 巻外集 5 巻
詞集 8 巻続集 2 巻　（清）呉錫麒	 W921.6-39
　五鳳楼　清刊　20 冊　半紙　唐

瓶水斎詩集　17 巻別集 2 巻詩話 1 巻　　	 W921.6-40
　（清）舒位
　清光緒 12（1886）8 冊　半紙　唐

霊芬館詩　初集 4 巻二集 10 巻三集 4 巻　	 W921.6-41
　（清）郭𪊲
　上海　掃葉山房　民国2（1913）（石印）8冊　美濃半　唐

選夢楼詩鈔　8 巻　（清）予本　　　　	 W92116-42
　清同冶 13（1874）2 冊　美濃　唐

吟雲仙館詩稿　（清）曽詠　　　　　　	 W921.6-43
　清光緒 17（1891）1 冊　半紙　唐

冷吟仙館詩稿　（清）左錫嘉　　　　　	 W911.6-44
　清光緒 17（1891）5 冊　半紙　唐

曲園自述詩　（清）兪樾　　　　　　　	 W921.6-45



和 装 本 目 録 １

114

　東京　博文館　明治 23（1890）1 冊　半紙　和

詠物詩　1 巻　（清）張劭　　　　　　　　	 W911.6-46
　写　1 冊　美濃　和

明宮詞　（清）程嗣章　　　　　　　　	 W921.6-47
　上海　掃葉山房　清宣統 3（1911）（石印）1 冊
　美濃半　唐

　　　　　　921.7　民国

偏遠堂吟草　鄭如蘭　　　　　　　　　　	 W921.7-1
　台湾新竹　春官第　大正 3（1914）1 冊　半紙　和

偏遠堂吟草　鄭如蘭　　　　　　　	 W921.7-1 イ
　台湾新竹　春官第　大正 3（1914）1 冊　半紙　和

祝皇紀弐千六百年彰化崇文社紀念詩集	 W921.7-2
　黄臥松編
　台湾彰化　崇文社　昭和 15　1 冊　美濃　和

　　　　　　921.9　朝鮮

退軒集　7 巻　（朝鮮）趙栄順　　　　　	 W921.9-1
　朝鮮刊　1 冊　半紙倍　唐

　　　　　　922　戯曲

（槐蔭堂）第六才子書西廂記　　　　　　　	 W922-1
　（清）金聖歎（喟）評
　清刊　6 冊　美濃　唐

　　　　　　923　小説

（新刻全像按鑑演義）南北宋伝題評　20 巻　　	 W923-1

　（明）熊大目編（明）余象斗校
　余氏双峰堂（三台館余民）明刊　6 冊　美濃　唐
　別題：全像演義南宋北宋志伝

（評釈）剪灯新話　（明）崔佑著　顧山処士評釈	 W923-2
　東京　嵩山堂　明治 34（1901）1 冊　半紙　和

情史抄　3巻　（清）詹詹外史著　田中正彜抄	 W923-3
　東京　内藤伝右衛門　明治 12（1879）刊　美濃　和

西湖佳話古今遺蹟　16 巻　（清）墨浪子　	 W923-4
　清刊　6 冊　美濃半　唐

　　　　　　924　随筆　小品

世説新語補　20 巻　（宋）劉義慶著　　　	 W924-1
　（明）何良俊補（明）李贄批点
　安永 8（1779）跋　10 冊　美濃　和

智嚢　10 巻（巻 1,2 欠）（明）馮夢竜編　　	 W924-2
　猪飼彦博校
　京都　大谷仁兵衛　文政 4（1821）2 冊　半紙　和

眉公見聞録　8 巻　（明）陳継儒　　　　　	 W924-3
　明刊　2 冊　半紙　唐

剣侠伝　4 巻　　　　　　　　　　	 W924-4
　清康熙 7（1688）序刊　1 冊　美濃半　唐

（重刻褚石農）堅瓠集　九集巻 1,2　　　　　	 W924-5
　十集巻 3,4　（清）褚石農（人穫）
　清康熙 31（1692）序刊　2 冊　半紙半　唐

　　　　　　926　書簡

尺牘奇賞　（明）陳仁錫編　　　　　　　　	 W926-1
　宇治山田　柳枝軒　貞享 4（1687）4 冊　美濃　和

唐宋八家尺牘鈔　清田嘿編　　　　　　　	 W926-2
　東京　高木泰至　明治 11（1878）1 冊　小　和

欧蘇手簡　4 巻　（宋）欧陽脩　　　　　　	 W926-3
　蘇東坡（軾）吉松潤甫校
　京都　天明元（1781）1 冊　美濃　和

滄溟先生尺牘　3 巻　（明）李攀竜著　　　	 W926-4
　（明）張所敬編
　江戸　嵩山房　宝暦元（1751）1 冊　美濃　和

滄溟尺牘児訓　上巻　〔（明）李攀竜編〕　	 W926-5
　新井白蛾（祐登）著
　江戸　嵩山房　明和 6（1769）3 冊　半紙　和

玉堂尺牘彙書　（清）陳晋編　（清）蔡方炳註	 W926-6
　林五郎兵衛　貞享 4（1687）1 冊　半紙　和


