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弘前図書館蔵書目録　和装本の部その３

序

　昨年刊行の「和装本の部その２」目録で予告した岩見文
庵に含まれる残余の和漢書類の目録として本冊を利用に供
します。これをもって岩見文庫の和漢書類は尽されること
になりますので、巻末に両目録を通しての書名索引を付し、
利用の便をはかりました。また、和装本の目録「その１乃
至その３」をもって本館所蔵の和装本の殆どが目録化され
たことになります。その後入庫した分については、いずれ
相当量に達した暁に目録を作製したいと思います。
　思えばこの１年は本館にとって多端な年でありました。
昨年５月29日ささやかながら開館70周年を祝うことがで
きましたことは館員一同にとって大きな慶びでありました
反面、淡谷館長補佐が長期に亘る病気療養も甲斐なく、つ
いに本年初めから休職を余儀なくされ、又長年葛西恵三氏
とともに収蔵資料の整理を進めて来られた斎藤忠作氏が昨
年８月８日俄に病に倒れ、今なお闘病の日々を送っておら
れることは、まことに残念であります。両氏の一日も早い
ご回復を切に祈ります。
　それにも拘らず、予定通りこの目録を刊行できましたこ
とは、主担の葛西恵三氏の並々ならぬご努力と職員一同の
協力があったればこそと深く謝意を表します。
　昭和 52 年３月
　　　　　　　　　　　　　　　弘前図書館長　平川明

凡例

１　この目録には「和装本の部その２」につづいて旧岩見
文庫本の和装本（唐本を含む）の残り4,194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、著者の没年順あるいは著作年代
順を原則としたが、著作年代・著者不詳のものなど書名
の五十音順としたところもある。また、利用上の便宜を
考えて、類似主題のものなどを一括するよう、◇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　書名は、本文巻頭によることを原則とし、別題は註記
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〔　〕は目録者の袖足によるもの
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」と記入し、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」
とのみ記入した。

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・一枚物と表記し、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、「その２」「その３」の書名索引を付して

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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和装本の部　その３

000　総記

　　　　　　030　百科辞書

訓蒙図彙　巻 8 〜 11（器用）　　　　　　	 W031-27
　刊　1 冊　美濃　和

雅言俗言翌檜　巻本　　　　　　　　　　　	W031-24 ロ
　越谷吾山（会田秀真）
　刊　1 冊　半紙半　和

錦嚢智術全書（絵入）　　　　　　　　	 W031-26
　刊　5 冊　半紙　和
　内容：百工秘術前編3巻　拾玉統智恵海中下巻　拾玉新

智恵海3巻　増補拾玉智恵海上巻

　　　　◇

新鐫詳丘瓊山故事必読成語考（故事成語考） 2 巻
　（明）丘濬著（渋）盧元昌補 W032-12
　写　1 冊　美濃　和

　　　　　　049　雑書

牛馬問　前集巻 1,2　新井白蛾（祐登）	 W049-118
　写　1 冊　半紙　和

〔四季草〕春草 2 巻　伊勢平蔵（貞丈）　	 W049-128
　天保 2（1831）写　1 冊　半紙　和

〔四季草〕春草巻上　冬草 1 巻　　　　	 W049-129
　〔伊勢〕貞丈
　写（山形宇兵衛）2 冊　美濃　和

広益俗説弁　目録 1巻　井沢長秀　　　	 W049-113
　京都　茨城多左衛門　享保 4（1719）1 冊　半紙　和

訳準開口新語　岡白駒　　　　　　　　	 W049-132
　風見堂　寛延 4（1751）1 冊　美濃　和

梧窓漫筆　2 巻　大田元貞　　　　　　　	 W049-124
　写　2 冊　半紙　和

古今智恵枕　3 巻（絵入）　河内玄宅編 W049-114
　大坂　吉文字屋市兵衛　刊　1 冊　半紙　和

螢雪余話　5 巻（巻 1 欠）香月啓益　　	 W049-119
　京都　中川茂兵衛　享保 12（1727）4 冊　半紙　和

図会提要　天地　耕道軒小妻（登美）	 W049-134
　写　2 冊　美濃　和
　註：耕道軒は喜多村政方か

理斎随筆　6 巻　志賀忍編　　　　　　	 W049-109
　名古屋　梶田勘助　明治 36（1903）6 冊　半紙　和

筆のまにまに　上　続編巻 3 〜 8　　　	 W049-120
　理斎主人（志賀忍）編
　文政 7（1824）写　3 冊　半紙　和

筆のまにまに続編抜書　　　　　　　	 W049-121
　志賀理斎（忍）編
　写　1 冊　半紙　和

筆のまにまに　下　理斎主人（志賀忍）	 W049-122
　写　1 冊　美濃　和

筆のまにまに　続編 3 之巻　4 之巻　　	 W049-123

　理斎主人（志賀忍）編
　文政 7（1824）1 冊　半紙　和

和学弁　2 巻　篠原惟章　　　　　　　	 W049-115
　写　1 冊　半紙　和

北越雪譜　初編 3 巻　鈴木牧之　　　　	 W049-116
　天保 6（1835）序刊　3 冊　美濃　和

燕石襍志　巻 2 〜 4，5 上下　　　　　　	 W049-106
　蓑笠軒（滝沢解）述
　大阪　河内屋太助　文化 8（1811）5 冊　美濃　和

憂国余話旅の苞　那珂通高　　　　　　　　	 W049-110
　涌津村（岩手県陸中国西盤井郡）佐藤平次郎　明治 26
　（1893）48 頁　美濃半　和

柳北奇文　上　　　　　　　　　　　	 W049-112
　成島柳北（弘）著　西山喜内編
　明八堂　明治 11（1878）1 冊　美濃半　和

武士心得之筋聞書　〔丹羽樗山〕　　	 W049-126
　写　1 冊　美濃　和
　註：六道士会録の抜書

助武論　〔丹羽樗山〕　　　　　　　　	 W049-127
　写　1 冊　半紙　和

耳嚢〔巻 1〕　藤原（根岸）守信　　　　	 W049-117
　弘化 2（1845）写　1 冊　半紙　和

福沢文集　上下　福沢諭吉　　　　　	 W049-111
　東京　松口栄造　明治 11（1878）2 冊　美濃半　和

　　　　◇
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燕雀論（抄）〔志賀紀豊〕　　　　　　	 W049-125
　写　1 冊　半紙　和

奥羽新聞祢保気双紙　半無庵谷狐坊　	 W049-143
　写　1 冊　半紙　和

温故雑書　　　　　　　　　　　　　　	 W049-137
　写　1 冊　美濃半　和

疑思問　7巻　　　　　　　　　　　　	 W049-142
　天明 8（1788）写　1 冊　半紙　和

古今談説詩集　　　　　　　　　　　	 W049-130
　写　1 冊　半紙　和

古今和漢合屋夜話　巻 3（絵入）　　	 W049-133
　刊　1 冊　半紙　和

古老集話　　　　　　　　　　　　	 W049-135
　写　1 冊　半紙　和

三才因縁弁疑（抄）　　　　　　　　　	 W049-140
　写　1 冊　半紙　和

諸事抜萃　　　　　　　　　　　　　　	 W049-141
　写　1 冊　美濃半　和

晶々聞取覚書留　　　　　　　　　　　	 W049-138
　　写　1 冊　半紙　和

新一話　　　　　　　　　　　　　　　	 W049-139
　写　1 冊　美濃　和

万千鑑　　　　　　　　　　　　　　	 W049-136

　写　1 冊　美濃半　和

耳触聞集　第 3,4　　　　　　　　　　	 W049-131
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　080　叢書　全集

遣老物語　日下部景衡編　　　　　　　　	 W081-5
　写　4 冊　半紙　和
　内容：第3　御遺訓附録石谷土入書　本佐録　豊臣秀吉

出生〔太田道灌自記〕福島正則遠流広島城引渡之覚　永
禄以来出来初事　第6　老談一言記巻之2　第7　老談一
言記巻之3　越後騒動根元記上下　第8　水野家記　松
平陸奥守綱村家中騒動之譜　三河記脱漏

遣老物語　1,2,3　　　　　　　　　　　	 W081-6
　写　3 冊　半紙　和
　内容：第 1,2　三河之物語　第 8　故諺記

遣老物語　〔日下部景衡〕編　　　　　　　	 W081-7
　写　1 冊　半紙　和
　内容：三河之物語　故諺記

100　哲学

　　　　　　121　日本思想

大道或問　1 巻　平田篤胤著　碧川好高訂	 W121.2-8 イ
　　　　　　　　　　　　刊　1 冊　半紙和

経義大意　八田知紀　　　　　　　　	 W121.2-21
　写　1 冊　美濃　和

　　　　◇

三徳抄　2 巻　林道春（信勝）　　　　	 W121.4-11
　刊（江戸初期）1 冊　美濃半　和

三徳抄　上〔林〕道春（信勝）　　　	 W121.4-12
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

聖教要録　〔山鹿高祐〕　　　　　　　	 W121.6-30
　写　1 冊　半紙半　和

修身受用抄　〔山鹿素行〕（高祐）　　	 W121.6-28
　写　1 冊　四六　和

山鹿語類　第 21（士道）　　　　　　	 W121.6-31
　写　1 冊　半紙　和

徂徠先生学則　1 巻　附録 1 巻　　　	 W121.6-14 イ
　物茂卿（荻生双松）著　三浦義質　伊藤元啓校
　江戸　嵩山房　享保 12（1727）1 冊　美濃　和

徂徠先生学則解　三浦丹治（衛興）　	 W121.6-25
　江戸　須原屋　延享元（1744）1 冊　美濃　和
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　（稽古館旧蔵）

聖学問答　附修刪阿弥陀経　春台（太宰純）	 W121.6-24
　写　1 冊　美濃　和

聖学問答　巻下　太宰純　　　　　　	 W121.6-29
　写　1 冊　半紙　和

弁道書　太宰純　　　　　　　　　　	 W121.6-26
　江戸　嵩山房　享保 20（1735）1 冊　美濃　和

弁道書　太宰純　　　　　　　　　　	 W121.6-27
　寛政 8（1796）写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

静軒一家言　坤（巻 2）寺門良　　　　	 W121.7-3
　刊　1 冊　半紙　和

　　　　◇

新論　会沢正志（安）　　　　　　　	 W121.8-3 ハ
　江戸　山城屋佐兵衛　安政 4（1857）2 冊　美濃　和

新論　下　会沢安　　　　　　　　　	 W121.8-9
　江戸　山城屋佐兵衛　刊　1 冊　美濃半　和

退食間話　会沢安述　　　　　　　　	 W121.8-8
　天保 13（1842）1 冊　美濃　和

　　　　　　　123　経書

深柳堂彙輯書経大全正解　巻 1　（清）呉荃編	 W123.2-9
　文久 2（1862）写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

詩説　（漢）申培　　　　　　　　　　　	 W123.3-13
　京都　藤屋武兵衛　明和 4（1767）1 冊　美濃　和

毛詩正文　中巻　　　　　　　　　　	 W123.3-14
　〔片山〕兼山（世璠）点
　刊　1 冊　美濃　和

　　　　◇

孟子集註　7 巻　（宋）朱熹集註　　　	 W123.8-60
　上海　商務印書館　民国刊　7 冊　美濃半　唐

孟子集註　7 巻　（宋）朱熹集註　　	 W123.8-60 イ
　上海　商務印書館　民国刊　7 冊　美濃半　唐

　　　　　　125　中世・近世儒家

女誡新註　（後漢）斑昭著　加倉井忠珍註	 W125-34
　江戸　須原屋伊八板　寛政 8（1796）1 冊　美濃　和

近思録　14 巻　　　　　　　　　　　	 W125-6 イ
　（宋）朱熹　呂祖謙共編（宋）葉采集解
　大阪　加賀屋善蔵　刊　4 冊　半紙　和

薛文清公従政名言　　　　　　　　　　	 W125-35
　（明）薛瑄著（明）胡纉宗編
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　126　道家　老荘思想

重刻荘子南華真経　巻 8　　　　　　　　	 W126-11
　（晋）郭象註　千葉玄之点
　刊　1 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

　　　　　　133　近世哲学

自由之理　5 巻　　　　　　	 W133-2
　（英）弥爾著　中忖敬太郎（正直）訳
　静岡　木平謙一郎　明治 5（1872）6 冊　半紙　和

　　　　　　147　迷信　心霊研究

増補咒咀調法記大全　　　　　　　　　　　	 W147-3
　写　1 冊　半紙半　和

　　　　　　148　相法　占い　運命判断

判形占秘伝鈔　2 巻　　　　　　　　	 W148-157
　写　1 冊　半紙　和

夢はん読書　　　　　　　　　　　	 W148-155
　文政 12（1829）写　1 冊　半紙　和

天門相伝（天占・軍気）　　　　　　　	 W148-156
　写　1 冊　美濃半　和

真理活用鏡　佐藤安五郎　　　　　　	 W148-154
　東京　観理学会本部　明治 27（1894）1 冊　美濃　和

　　　　　　155　国体論　詔勅

尊王論（明治 21 年 9 月時事新報所載）尾崎行雄	W155-7
　写　1 冊　半紙　和

〔教育〕勅語　　　　　　　　　　　　　　	 W155-9
　刊　1 軸　巻子

教育勅語訓義　内藤恥叟　　　　　　　　　　	 W155-8
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　東京　全治堂　明治 29（1896）2 冊　半紙　和

教育勅語訓義　内藤恥叟　　　　　　　　	 W155-8 イ
　東京　金港堂　明治 29（1896）2 冊　半紙　和

　　　　　　156　武士道

武士訓　〔井沢〕蟠龍子（良香）　　　　	 W156-10
　嘉永 3（1850）1 冊　半紙　和

武士訓　〔井沢長秀〕　　　　　　　　	 W156-11
　写　1 冊　半紙　和

士道要論　斎藤正謙　　　　　　　　　	 W156-9
　写　1 冊　美濃半　和

尚武論　中村元恒　　　　　　　　　　	 W156-8
　天保 15（1844）1 冊　半紙　和

兵道家訓　　　　　　　　　　　　　　　	 W156-12
　安政 5（1858）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　158　石門心学　道話

ありべかゝり　上　手島堵庵（信）　　	 W158-68
　文化 5（1808）写　1 冊　半紙　和

あつめ草　　　　　　　　　　　　　　　	 W158-69
　写　1 冊　半紙　和

やしなひ草　〔脇坂義堂〕（宗融）　　　	 W158-67
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　159　教訓　人生訓

靖献遺言　8 巻　浅見安正編　　　　　	 W159-166
　京都　風月堂庄左衛門　明治 2（1869）再刻　3 冊
　半紙半　和

教訓世中百首　荒木田守武　　　　　　	 W159-160
　寛政 10（1798）序刊　1 冊　半紙　和

夕日の松風　釈一休（宗純）　　　　　	 W159-192
　写　1 冊　半紙　和

米沢侯女訓　〔上杉治憲〕　　　　　　	 W159-177
　写　1 冊　半紙　和
　内容：老かこゝろ　桃の嫩葉

肝要工夫録　鵜殿長快　　　　　　　	 W159-169
　写　1 冊　半紙　和

童子教諺解　2 巻　釈恵空　　　　　　	 W159-165
　刊　2 冊　美濃　和

水雲問答　河田興　　　　　　　　　	 W159-164
　嘉永 3（1850）1 冊　半紙　和

水雲問答　河田興　　　　　　　　	 W159-164 イ
　嘉永 3（1850）1 冊　半紙　和

正成壁書・阿津免草（心学の歌）　　	 W159-193
　天保 8（1837）写　1 冊　半紙　和

若州小浜侯御誌評之写　〔酒井讃岐守〕（忠進）	W159-188
　写　1 冊　半紙　和

三省録　3 巻　附言 2 巻　志賀忍　　　　	 W159-163
　江戸　英文蔵　天保 14（1843）2 冊　美濃　和

滑川談　塚田虎　　　　　　　　　　	 W159-162
　文政 9（1826）写　1 冊　半紙　和

女四書（絵入）〔辻原元甫〕　　　　	 W159-157
　京都　小島弥左衛門　明暦 2（1656）4 冊　美濃　和
　註：女誡 1 巻　女論語 2 巻　女孝経 2 巻　内訓 2 巻

女四書　女孝経 2 巻　女論語 2 巻（絵入）	 W159-158
　刊　3 冊　美濃　和

女孝経　2 巻（絵入）（女四書ノ内）　　	 W159-159
　刊　2 冊　美濃　和

御宝蔵入御遺状百ケ条　　　　　　　	 W159-161
　宝暦元（1751）写　1 冊　美濃　和

東照宮御遺訓　3 巻　　　　　　　　　	 W159-184
　文化 8（1811）写　1 冊　半紙　和

東照宮御遺訓附録　　　　　　　　　	 W159-185
　写　1 冊　半紙　和

神君御文　　　　　　　　　　　　　	 W159-171
　安政 4（1857）写　1 冊　美濃　和

神君御婦美之写　　　　　　　　　　　	 W159-172
　写　1 冊　美濃　和

神君御文の写　　　　　　　　　　　	 W159-173
　写　1 冊　半紙　和

〔東照神君〕御文之写　　　　　　　　	 W159-179
　　写　1 冊　半紙　和

神君公御文　　　　　　　　　　　　　	 W159-189



和 装 本 目 録 ３

6

　　文久 2（1862）写　1 冊　半紙　和

明君家訓　上〔徳川光圀〕　　　　　	 W159-181
　写　1 冊　美濃　和

尚検撮要　3 巻　戸田養恬編　　　　　	 W159-168
　写　1 冊　半紙　和

古哲明言鈔　平山果編　　　　　　　　	 W159-167
　東京　中村熊次郎　明治 10（1877）1 冊　美濃半　和

最明寺殿教訓百首　　　　　　　　　	 W159-174
　〔北条時頼〕撰　久恒敏編
　東京　中近堂　明治 26（1893）1 冊　半紙　和

松平越中守様御作書　　　　　　　　	 W159-178
　写　1 冊　半紙　和

楽翁公家訓　〔松平定信〕　　　　　　	 W159-170
　嘉永 5（1853）写　1 冊　美濃　和（翠麓叢書）

　　　　◇

諫語記　　　　　　　　　　　　　　　	 W159-182
　写　1 冊　半紙　和

教訓図会　二輯　春水編　　　　　　	 W159-186
　江戸　万笈堂　刊　1 冊　半紙半　和

諸書拾集　　　　　　　　　　　　　　	 W159-176
　写　1 冊　半紙　和

新撰二十四孝　　　　　　　　　　　　	 W159-187
　写　1 冊　半紙　和

武士艦　　　　　　　　　　　　　　　	 W159-183
　写　1 冊　半紙　和

〔武士艦〕　　　　　　　　　　　　　　	 W159-190
　写　1 冊　半紙　和

〔武士艦〕　　　　　　　　　　　　　	 W159-191
　写　1 冊　美濃　和

帰人養草　巻 1（絵入）　　　　　　	 W159-175
　刊　1 冊　美濃　和

倭小学　　　　　　　　　　　　　　　　	 W159-180
　写　2 冊　美濃　和

　　　　　　160　宗教

教義新聞　第 17 号　　　　　　　　　　　	 W160-3
　東京　正心社　明治 6（1873）1 冊　半紙　和

〔秋田県中教院記録〕　　　　　　　　　　	 W160-4
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　◇礼拝　社寺教団

奉納四国秩父西国坂東神社仏閣拝礼　　　　　	 W165-1
　天保 2 〜嘉永 5（1831 〜 52）写　1 冊　半紙　和

　　　◇

文昌帝君陰隲文・通俗陰隲文　　　　	 W166-1 イ
　天保 9（1838）1 冊　半紙半　和

　　　　　　170　神道

神道要訣　　　　　　　　　　　　　　　	 W170-15
　写　1 冊　美濃　和

神武権衡録　3 巻〔松下郡高〕　　　　　	 W170-16
　写　3 冊　半紙　和

神民さとし草　下　　　　　　　　　　	 W170-18
　写　1 冊　半紙　和

〔神官職員規則〕（明治 4 年）　　　　　　	 W170-17
　明治 4（1871）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　◇神道思想

天書気　10 巻　藤原浜成　　　　　　　	 W171-39
　正徳 3（1713）1 冊　美濃　和

くずばな　2 巻　本居宣長　　　　　　　	 W171-38
　名古屋　永楽屋東四郎　享和3（1803）2冊　美濃　和

唯一神道名法要集　　　　　　　　　　	 W171-40
　文化 4（1807）写　1 冊　半紙　和

講本気吹颫　2 巻　平田篤胤　　　　　　　	W171-13 イ
　刊　2 冊　半紙　和

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

中臣三箇大事聞書　　　　　　　　　　	 W171-41
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　◇神典

自伊勢上宝劔由来	 　　　　　　　　　　　W173-1
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　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　◇神社

東照大権現仮名縁起　5 巻　天海述　　	 W175-13
　写　1 冊　美濃　和

神社啓蒙　7 巻　目 1 巻（巻 2 欠）　白井宗因	 W175-12
　京都　水田甚左衛門　寛文 10（1670）7 冊　美濃　和

青葉神社縁起略　　　　　　　　　　　	 W175-14
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　◇祭祀

参詣次第御相伝聴録　　　　　　　　　　　	 W176-40
　寛延 4（1751）写　1 冊　半紙　和

神拝式　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W176-33
　写　1 冊　半紙　和

社参神拝式　　　　　　　　　　　　　　　	 W176-34
　写　1 冊　半紙　和

上棟式稽古次第　　　　　　　　　　　	 W176-42
　元治 2（1865）写　1 冊　半紙　和

年中行事　3 巻　　　　　　　　　　　	 W176-41
　天保 5（1834）写　3 冊　半紙　和

神国年中行事　　　　　　　　　　　　	 W176-39
　写　1 冊　半紙　和

十二神備餅之次第　　　　　　　　　　	 W176-38
　写　1 冊　半紙半　和

　合綴：婚礼引渡シ　具足餅立様之事

神道之事　（大神祇服忌令）　　　　　　	 W176-37
　写　1 冊　半紙半　和

三種太祓之口伝　　　　　　　　　　	 W176-44
　宝永 7（1710）写　1 軸　巻子

祝詞考　3 巻　加茂真淵　　　　　　　　	 W176-32
　大坂　河内屋　寛政 12（1800）3 冊　美濃　和

中臣祓　　　　　　　　　　　　　　　	 W176-31
　写　1 冊　美濃　和

橘家鳴弦抄極　　　　　　　　　　　　	 W176-36
　享保 9（1724）写　1 冊　美濃　和

橘家鳴弦抄極　　　　　　　　　　　	 W176-35
　安政 2（1855）写　1 冊　半紙　和

八目鳴鏑並鳴弦伝秘　吉川源十郎（従憙）	 W176-43
　天保 10（1839）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　◇各教派

説教体裁諭拾遺　堀秀成　　　　　　　	 W178-27
　東京　金花堂　明治 7（1874）1 冊　半紙　和

説教扣本　新田邦光　　　　　　　　　	 W178-28
　写　1 冊　半紙　和

神教要旨　　　　　　　　　　　　　　	 W178-24
　刊　1 冊　美濃　和

神号管見三条教則十七兼題　　　　　　	 W178-29

　写　1 冊　半紙　和

三則愚言　大久保祥誉　　　　　　　　	 W178-30
　写　1 冊　半紙　和

みかぐらうた　中山美支　　　　　	 W178-25
　丹波市町（大和国山辺郡）神道天理教本部　明治21

（1888）1冊　半紙　和

みかぐらうた　中山美支　　　　　　　	 W178-26
　丹波市町　神道天理教会本部　明治34（1901）再版

（初版明治21）1冊　半紙　和

みかぐらうた　中山美支　　　　　　	 W178-26 イ
　丹波市町　神道天理教会本部　明治34（1901）再版

（初版明治21）1冊　半紙　和

　　　　　　180　仏教

聖徳太子日本国未来記　　　　　　　　	 W180-29
　写　1 冊　半紙　和

九想詩諺解　巻下（絵入）　　　　　	 W180-28
　京都　永田調兵衛　元禄 7（1694）1 冊　美濃　和

無明住地煩悩　諸仏之不動智　　　　　	 W180-30
　宝永元（1704）写　1 冊　半紙　和

略問答　　　　　　　　　　　　　　　	 W180-31
　文政 11（1828）1 冊　半紙　和

中山観音夢物語（八尾通夜物語後編）　巻 1（絵入）
　刊　1 冊　半祇和	 W180-32

延年転寿抜萃　吉水玄信編　　　　　　W180-33
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　刊（明治）1 冊　半紙　和

天地論往復集　第 2 編　佐田介石　　　	 W180-27
　東京　森江佐七　明治 21（1888）1 冊　半紙　和

　　　　◇経典

尸迦羅越六方礼経　　　　　　　　　　	 W183-53
　大正 2（1913）写　1 冊　半紙　和

大乗妙典（妙法蓮華経序品）　　　　	 W183-57
　刊　1 帖　折本

仏説観旡量寿経法話　　　　　　　　　	 W183-55
　写　1 冊　半紙　和

観経法話　　　　　　　　　　　　　　	 W183-56
　写　1 冊　半紙　和

仏説大吉祥天女十二名号経　　　　　　	 W183-54
　写　1 帖　折本

　　　　◇法話　説教東

懺悔三帰戒因縁　　　　　　　　　　　　	 W184-3
　万延元（1860）写　1 冊　美濃　和

目連尊者地獄巡　　　　　　　　　　　	 W184-4
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇寺院　僧職

中尊寺供養願文（末文 27 行）　北畠顕家書	 W185-34
　刊　1 通

錦木山観音寺縁記　　　　　　　　　　	 W185-32
　文化 13（1816）写　1 冊　美濃半　和

普陀洛伝記　　　　　　　　　　　　　	 W185-33
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇仏会

秩父御札所　　　　　　　　　　　　	 W186-28
　天保 13（1842）写　1 冊　半紙　和

経納帳　　　　　　　　　　　　　　	 W186-26
　天保 12（1841）写　1 冊　半紙　和

経納帳　　　　　　　　　　　　　　　	 W186-27
　天保 12,13（1841,42）写　1 冊　半紙　和

八斎戒自警作法　　　　　　　　　　　	 W186-25
　写　1 冊　半紙半　和

　　　　　　188　各宗派

諸宗目録　　　　　　　　　　　　　　	 W188-3
　天保 15（1844）写　1 冊　半紙　和

　　　　◇天台宗

十王讃嘆本跡〔修〕善鈔　　附妙好人伝四編	 W188.4-24
　釈隆堯
　写　1 冊　半紙　和

放生功徳集　3 巻　釈慈周　　　　　	 W188.4-23
　江戸　須原屋伊八　天明 3（1783）3 冊　美濃　和

　　　　◇真言宗　密教

準提観音念誦霊験記図会　巻下　　　	 W188.5-18
　南山龍頷著　辻本基定編
　京都　尚書堂　天保 14（1843）1 冊　美濃　和

　　　　◇浄土宗　浄土教

念仏三昧万徳鈔　釈曇海述　　　　　	 W188.6-60
　宝暦 2（1752）1 冊　半紙　和

徳本上人言葉の末　〔釈徳本〕　　　	 W188.6-71
　写　1 冊　半紙半　和

　　　　◇

大原問答絵鈔　2 巻　　　　　　　　	 W188.6-64
　明治 14（1881）写　2 冊　半紙　和

浄土要文鈔　　　　　　　　　　　　	 W188.6-61
　写　1 冊　半紙　和

〔浄福寺琴誉記〕　　　　　　　　　	 W188.6-66
　写　1 冊　美濃　和

大経五悪図会　巻 2　　　　　　　　	 W188.6-62
　刊　1 冊　半紙　和

法談聞書　　　　　　　　　　　　　	 W188.6-63
　嘉永 6（1853）写　1 冊　半紙　和

法話記　　　　　　　　　　　　　　	 W188.6-65
　写　1 冊　半紙　和
　註：百万遍縁記　一枚起請法語　七箇条　改悔文勧考

発願抄　　　　　　　　　　　　　　	 W188.6-69
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　写　1 枚　一枚もの

百万遍念仏由来記　　　　　　　　　	 W188.6-69
　明治 16（1883）写　1 冊　半紙　和

百万遍念仏ノ由来　　　　　　　　	 W188.6-70
　明治 36（1903）写　1 冊　半紙　和

都誓願寺如来御利益　　　　　　　　	 W188.6-67
　天保 2（1831）写　1 冊　半紙　和

　　　　◇真宗

〔親鸞御消息〕（元仁元年）（常陸国笠間郡同行衆中江）
　写　1 冊　半紙　和	 W188.7-168
　註：親鸞 52 歳「念仏ニテ極楽へ往生スヘク」云々

〔親鸞御消息〕（蓮位房宛）　　　　	 W188.7-169
　刊　1 枚　一枚もの
　註：親鸞 79 歳「聞法ノ功ツモリ信心ノヤウ」云々

広文類行巻会読　第 6　　　　　　　	 W188.7-188
　写　1 冊　半紙　和

〔正信偈聞〕記　下　釈長玄　　　　	 W188.7-199
　写　1 冊　半紙　和

末燈鈔本引文　　　　　　　　　　　	 W188.7-170
　写　1 冊　半紙　和

浄土和讃四十八首絵抄　巻上中　釈僧斟	 W188.7-198
　写　1 冊　半紙　和

若不生者和讃　愚禿悲歎述懐　霊観　	 W188.7-162
　弘化3（1846）写（明教寺普文（釈智教）1冊　半紙　和

入出二門偈頌　1,2,3　釈徳玄　　　	 W188.7-185
　弘化2（1845）写（明教寺釈普文（智教）3冊　半紙　和

親鸞聖人箱根御物語（絵入）　　　	 W188.7-146
　東京　松沢庄治郎　明治 13（1880）1 冊　半紙　和

明法房御物語・聖人三度栗・御詠歌	 W188.7-171
　写　1 冊　半紙　和

〔御文章〕　5 帖目　　　　　　　　　　	 W188.7-200
　写　1 冊　美濃　和

夏中〔御文章〕　〔釈蓮如〕　　　　　	 W188.7-174
　写　1 冊　半紙　和

御文聞信記　　　　　　　　　　　	 W188.7-175
　写　1 冊　半紙　和

蓮如上人御一代記絵抄席之写　　　	 W188.7-176
　写　1 冊　半紙　和

妙好人伝　初篇巻下　釈仰誓撰　　	 W188.7-142
　天保 13（1842）1 冊　半紙　和

妙好人伝　2 篇巻下　3 篇巻下附録　	 W188.7-143
　釈僧純撰
　天保 13（1842）2 冊　半紙　和

妙好人伝　2 巻〔釈仰誓〕　　　　	 W188.7-144
　写　1 冊　半紙　和

妙好人伝　下巻　釈仰誓　　　　　	 W188.7-145
　写　1 冊　半紙　和

於参州地理鮒宿称念寺亀州講師法話	 W188.7-204
　亀州（釈深励）
　写　1 冊　半紙　和

三首詠歌法話聞記　亀州（釈深励）	 W188.7-203
　写　1 冊　半紙　和

香樹院大師演説　釈深励　　　　　	 W188.7-202
　写　1 冊　半紙　和

御文五帖目初通筆記　亀州（釈深励）	 W188.7-172
　文化 12（1815）写　1 冊　半紙　和

香月院御講師宝厳対話聞書　　　　	 W188.7-153
　釈深励　釈宝厳
　文化 6（1809）写　1 冊　半紙　和

講師深励教諭覚　　　　　　　　　	 W188.7-201
　文化 9（1812）写　1 冊　半紙　和

御当流御掟二十六条・信心了解深励　	 W188.7-184
　御講師自問自答
　天保 7（1836）写　1 冊　半紙半　和

大御法会改悔批判　釈宣明　　　　	 W188.7-180
　写　1 冊　半紙　和

尾州威広院師法話　〔釈雲曜〕　　	 W188.7-196
　写　1 冊　半紙　和

示談之心得　浄満寺実言院（恵景）	 W188.7-205
　写　1 冊　半紙　和

〔七箇条御趣意演説〕　〔釈恵景〕　　	 W188.7-158
　文政写　1 冊　半紙　和



和 装 本 目 録 ３

10

示談之心得　釈恵景　　　　　　　	 W188.7-159
　写　1 冊　半紙　和

五乗院宝景師法談聞書　釈宝景　　	 W188.7-179
　文化 11（1814）写　1 冊　半紙　和

惣会所御演説　易行院（釈法海）　　	 W188.7-182
　文政 12（1829）写　1 冊　半紙　和

御仮堂御遷座後帰国御門末御餞別之御演説	 W188.7-181
　易行院（釈法海）
　文政 9（1826）写　1 冊　半紙　和

諸国御門末中演説（天保 2 年於総会所）　	 W188.7-208
　易行院（釈法海）
　写　1 冊　半紙　和

法談聞書・易行院法海師御法話　　	 W188.7-210
　天保 14（1843）写　1 冊　半紙　和

高倉学寮嗣講師開悟院和上演説　釈正慶	 W188.7-217
　写　1 冊　美濃　和
　合綴：香樹院演説（釈徳龍）雲華院講師御演説（釈大含）

〔總会所〕御演説（天保 5 年）　　　	 W188.7-183
　香樹院（釈徳龍）
　写　1 冊　半紙　和

於御本山御演説御法話　　　　　　	 W188.7-206
　香樹院（釈徳龍）
　天保 15（1844）写　1 冊　半紙　和

家内心得法話　香樹院師（釈徳龍）	 W188.7-207
　弘化 3（1846）写　1 冊　半紙　和

僧俗一同御教示（於久保田西善寺）　釈徳龍	W188.7-165
　安政 7（1860）写　1 冊　半紙　和

演説　香樹院師（釈徳龍）　　　　　　	 W188.7-224
　写　1 冊　半紙　和
　合綴：御直命拝写　聞之一字講説書

僧俗一同御教示　香樹院師述（釈徳龍）	 W188.7-209
　写　1 冊　半紙　和

御法話　　　　　　　　　　　　　　　	 W188.7-186
　写　1 冊　半紙　和
　註：天保14年癸卯11月29目於集会堂演説（香樹院）　

嘉永元年3月20日御大門御成就御満足御直命引次御演説
（開悟院）天保甲辰9月29日集会所演説（皆遵院）

天恩奉戴録　1 巻　附録 1 巻　釈義導	 W188.7-150
　京都　西村九郎右衛門　明治5（1872）1冊　美濃半　和

天恩奉戴附録　1 巻　釈義導　　　	 W188.7-150 イ
　京都　西村九郎右衛門　明治5（1872）1冊　美濃半　和

　　　　◇

羽川久保田三ケ寺ヨリ御本山江願書之写（天保 2 年）
　写　1 冊　半紙　和	 W188.7-161

越後御寄クドギ　　　　　　　　　	 W188.7-148
　天保 12（1841）写　1 冊　美濃　和

越後国御寄講御喜　　　　　　　　	 W188.7-214
　天保 12（1841）写　1 冊　半紙　和

越後国蒲原郡保田里由来咄　　　　	 W188.7-222

　天保 14（1843）写　1 冊　半紙　和

越中越前両講師御法話　　　　　　	 W188.7-216
　写　1 冊　半紙　和

御取持示談趣意書　　　　　　　　	 W188.7-155
　文政 4（1821）写　1 冊　半紙　和

お夏極楽物語　　　　　　　　　　　	 W188.7-149
　写　1 冊　半紙　和

触書（東本願寺御材木御拝領ニ付）　　　	 W188.7-225
　写　文政 9（1826）1 冊　半紙　和

改悔文教誡録願応寺御教諭之記　　	 W188.7-189
　写　1 冊　半紙　和

開正寺御講師御勧化　　　　　　　	 W188.7-178
　文化 9（1812）写　1 冊　半紙　和

帰命十ケ異（当流親鸞聖人一義ハ西御代憎御演説）法話
　写　1 冊　半紙　和　	 W188.7-195
　
乾主先生御造弥陀和讃法の証御文の写　	 W188.7-190
　写　1 冊　半紙　和

見聞雑誌　　　　　　　　　　　　	 W188.7-193
　写　1 冊　半紙　和

御教誡（御書三業格立（釈本如）・法光寺法話・二十二種邪義）
　写　1 冊　半紙　和	 　W188.7-177

御口達　御添翰　　　　　　　　　	 W188.7-152
　享和元（1801）写　1 冊　半紙　和
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御示談趣意書　　　　　　　　　　	 W188.7-157
　文政 4（1821）写　1 冊　半紙　和

御書（安政 2 年）　　　　　　　　　	 W188.7-213
　安政 5（1858）写　1 冊　美濃　和

〔御直命御書演説書〕（文政 5 年）　　	 W188.7-221
　写　1 冊　半紙　和

御直命並ケ条写　　　　　　　　　	 W188.7-160
　写　1 冊　半紙　和

御法義御喜唄　　　　　　　　　　	 W188.7-191
　写　1 冊　半紙　和

御奉書御書立之写（文政 3 年）　　　	 W188.7-211
　写　1 冊　半紙　和

御法話　　　　　　　　　　　　　	 W188.7-215
　文久 2（1862）写　1 冊　半紙　和

〔御本山諸色御礼等心得〕　　　　	 W188.7-194
　写　1 冊　半紙　和

御用場就御開御取持示談趣意書　　	 W188.7-156
　文政 4（1821）写　1 冊　半紙　和

酒田浄福寺公厳異安心ニ付御書并御廻状（享和 3 年）
　文化元（1804）写　1 冊　半紙　和	 　W188.7-223

諸国江示談之趣意書并御請書同行誓約　	 W188.7-212
　文政 3（1820）写　1 冊　半紙　和

〔諸国御取持方願書〕（文政 5 年）　　	 W188.7-220
　写　1 冊　半紙　和

諸申物御礼諸色　　　　　　　　　	 W188.7-167
　写　1 冊　半紙　和

真宗四派改定宗規（真宗々規綱領）	 W188.7-166
　明治 9（1876）写　1 冊　美濃半　和

聖僧縁義談　　　　　　　　　　　　	 W188.7-218
　写　1 冊　半紙　和

説教集　　　　　　　　　　　　　	 W188.7-192
　写　1 冊　半紙　和

説教本　　　　　　　　　　　　　	 W188.7-154
　文化 12（1815）写　1 冊　半紙　和

善導讃法話　　　　　　　　　　　	 W188.7-187
　弘化 2（1845）写　1 冊　半紙　和

茶呑噺の意味　　　　　　　　　　	 W188.7-164
　安政 6（1859）写　1 冊　半紙　和

〔篤信者伝〕　　　　　　　　　　　	 W188.7-219
　写　1 冊　半紙　和

花かたみ　続編　女人教誡部　　　	 W188.7-147
　写　1 冊　美濃　和

仏法録　　　　　　　　　　　　　	 W188.7-197
　写（明治）1 冊　半紙　和

八木袋　　　　　　　　　　　　　	 W188.7-163
　安政 4（1857）1 冊　美濃半　和

六字念仏丸能書　　　　　　　	 W188.7-151

　宝暦 4（1754）写　1 冊　半紙　和

　　　◇禅宗

永平傘松道詠集　釈道元　　　　　	 W188.8-58
　刊　1 冊　美濃　和

善悪種蒔鏡和讃　〔釈慧鶴〕　　　　　	 W188.8-61
　文久 2（1862）写　1 冊　半紙　和

禅林良悟禅師夜話　　　　　　　　　	 W188.8-60
　写　1 冊　半紙　和

〔禅林諸法〕　　　　　　　　　　　	 W188.8-62
　写　1 冊　美濃　和

両本山護法合御願書写　　　　　　　	 W188.8-59
　明治 15（1882）写　1 冊　半紙　和

　　　◇日蓮宗

日蓮聖人一枚起証文　　　　　　　　	 W188.9-64
　写　1 冊　半紙　和

高祖大士御書抜略、其他　　　　　　	 W188.9-66
　写　1 冊　半紙　和

高祖年代記・法華宗門聖略記日表　　　	 W188.9-65
　写　1 冊　半紙　和

宗祖略和讃　　　　　　　　　　　　	 W188.9-63
　写　1 冊　半紙　和

法華宗日鑑　　　　　　　　　　　　	 W188.9-67
　安政 6（1859）写　1 冊　22.4 × 12.3　和
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妙経祈禱秘加持符口伝　釈日仁　　　	 W188.9-68
　写　1 冊　半紙　和

仏法乗合船　巻 1（絵入）　　　　　	 W188.9-62
　刊　1 冊　半紙　和

説法の口真似　　　　　　　　　　　	 W188.9-69
　明治 33（1900）写　1 冊　半紙半　和

　　　　　　190　キリスト教

伊吹もぐさ　2 巻　　　　　　　　　　　　	 W190-17
　写　1 冊　半紙　和

切支丹来朝記　1 巻　　　　　　　　　	 W190-15
　写　1 冊　美濃　和

聖教初学要理　　　　　　　　　　　　	 W190-16
　刊　1 冊　半紙　和

亨利実録　　　　　　　　　　　　　　	 W190-18
　上海　美華書館　同治 6（1867）1 冊　半紙　唐

　　　　　◇

耶蘇降世伝　　　　　　　　　　　　　	 W192-1
　上海　美華書館　清同治 9（1870）1 冊　美濃　唐

　　　　　◇

哥林多書註釈　　　　　　　　　　　　	 W193-13
　香港　英華書院　同治 9（1870）1 冊　美濃　唐
　（弘前基督教会旧蔵）

希伯来書註釈（米）陶錫祈訳　　　　　	 W193-12
　上海　美華書館　清光緒元（1875）1 冊　美濃　唐

　　　　　◇

讃美歌　　　　　　　　　　　　　　　	 W196-1
　刊　1 冊　美濃半　和

200　歴史

　　　　　　210　日本

多賀城碑　　　　　　　　　　　　　　　	 W210-37
　刊　1 帖　16.0 × 26.5　折本

〔歴史地図〕　　　　　　　　　　　　	 W210-38
　刊　1 冊　美濃　和

〔長篠戦絵図〕　　　　　　　　　　　　	 W210-39
　文化 5（1808）写　1 冊　畳物

〔本朝往古沿革図説〕2 巻　〔檜山義慎〕	 W210-40
　江戸　北島長四郎　文化 12（1815）2 冊　半紙倍

　　　◇

摂家并家業　　　　　　　　　　　　	 W210.09-43
　写　1 冊　美濃　和

諸家格供立之事（武家擥要抜書）　	 W210.09-44
　安政 7（1860）写　1 冊　横小　和

元上覚院様紫衣御純色勅許御参内行装控（安政 7 年）
　安政 7（1860）写　1 冊　半紙　和　	 W210.09-45

　　　◇

校訂増補日本外史字引　　　　　　	 W210.1-43
　野呂公敵編　宮本興晃増補
　東京　高木和助　明治 9（1876）1 冊　横小　和

　　　　　　210.3　古代史
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日本書紀弁書　巻第 1（上中）　巻第 2（上下）W210.3-24
　写　4 冊　美濃　和

校正日本書紀　30 巻（巻 1 〜 5,14,15 欠） W210.3-25
　刊　11 冊　美濃　和

　　　　　　210.5　後期封建時代

落穂集　3 巻　大道寺友山（重祐）　	 W210.5-100
　天明 5（1785）写　3 冊　半紙　和

落穂集　巻 11 〜 15　〔大道寺友山〕（重祐）	W210.5-112
　写　5 冊　美濃　和

武野燭談　巻 1 〜 14,19 〜 24　　　　　	 W210.5-96
　写　11 冊　半紙　和

耶蘇征伐記　3 巻　　　　　　　　　	 W210.5-98
　写　1 冊　美濃　和

天馬異聞　吉雄如淵訳　　	 W210.5-96
　写　1 冊　半紙　和

下総国相馬郡上岩橋村惣五郎一件　	 W210.5-115
　文久 3（1863）写　1 冊　半紙　和

元正間記　巻 1 〜 4　　　　　　　　	 W210.5-116
　写　1 冊　半紙　和

元正間記見独集　第 4 〜 15　　　　　	 W210.5-97
　写　4 冊　美濃　和

公武問答智謀賂　　　　　　　　　	 W210.5-128
　写　1 冊　半紙　和

漢中山情王伝記　第 2　　　　　　　	 W210.5-48
　写　1 冊　美濃　和

中山観音夢物語　　　　　　　　　	 W210.5-101
　写　1 冊　半紙　和

近世事情　初篇巻 2　　　　　　　　	 W210.5-33
　山田俊蔵　大角豊治郎共著
　明治刊　1 冊　半紙　和

魯船顛末（嘉永 6 年）　　　　　　　	 W210.5-111
　写　1 冊　半紙　和

秘事写書（嘉永 6 年）　　　　　　　	 W210.5-113
　嘉永 7（1854）写　1 冊　半紙　和

異国船所々に相見得候留記　　　　　	 W210.5-110
　写　1 冊　半紙　和

万歳珍事集（嘉永 6 年〜万延元年）	 W210.5-114
　万延元（1860）写　1 冊　半紙　和
　合綴：風説書（文久 3（1863）写

近世紀聞　初編〜 12 編各 3 巻　　　　	 W210.5-99
　染埼延房編（初編）条野伝平編
　東京　辻岡文助　明治 15（1882）12 冊　半紙　和

ゆるかせ御代要之石寿栄（安政 2 年江戸大地震記）
　写　1 冊　半紙　和　	 W210.5-125

京都大阪江戸風説書（安政 5 年）　　	 W210.5-129
　写　1 冊　半紙　和

東郡風説書（安政 7 年 3 月）　　　　	 W210.5-118
　写　1 冊　半紙　和

夢の落花（安政 7 年 3 月）　　　　　	 W210.5-117
　写　1 冊　半紙　和

安政七申年三月三日外桜田狼籍者一条　　	 W210.5-102
　　写　1 冊　半紙　和

於江戸表水戸殿家来并伊掃部頭殿乱妨狼籍之風説両国橋落
書（安政 7 年）	 　W210.5-103
　　写　1 冊　半紙　和

関東変話　安政 7 年　　　　　　　　	 W210.5-104
　写　1 冊　半紙　和

井伊大老遭難記　　　　　　　　　	 W210.5-119
　写　1 冊　横長　和

水府浪士慨訴（万延元年）　　　　	 W210.5-105
　写　1 冊　半紙　和

夢の千鳥（万延元年）　　　　　　　	 W210.5-126
　写　1 冊　半紙　和

水府浪人訴状之写（文久 2 年）　　　	 W210.5-106
　写　1 冊　半紙　和

水府浪人懐中遣書之写（文久 2 年）　	 W210.5-107
　写　1 冊　半紙　和

水戸浪人懐中上書之写　　　　　　　	 W210.5-108
　写　1 冊　半紙　和

評説之大意（文久 2 年）　　　　　　	 W210.5-109
　写　1 冊　半紙　和
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京師出張之長州勢建白（元治元年）	 W210.5-130
　写　1 冊　半紙　和

難願書　建言書写（元治元年）　　	 W210.5-120
　写　1 冊　半紙　和

風説書（元治元年 , 慶応元年）　　	 W210.5-131
　写　1 冊　半紙　和

長防士民情実書（元治 2 年）　　　　	 W210.5-121
　慶応 2（1866）写　1 冊　半紙　和

長防士民願書　　　　　　　　　　	 W210.5-122
　写　1 冊　半紙　和

長防士民願書之写　　　　　　　　	 .5-123
　写　1 冊　半紙　和

〔毛利大膳問罪之師を発するの状〕	 W210.5-124
　（慶応 2 年）
　写　1 冊　半紙　和

長州より退転之憎口書一条 ･兵庫表怪説一条・英仏蘭亜回
章一条・於浪華城四ケ国公使御応接一条　	 W210.5-127
　慶応 3（1867）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　210.6　明治・大正時代

御所御書付之写（慶応 4 年）　　　　	 W210.6-32
　写　1 冊　半紙和

蝦夷土産　　　　　　　　　　　　　	 W210.6-29
　写　1 冊　半紙半　和

触書（明治元年 1月）（徳川慶喜等被止官等）W210.6-34

　写　1 冊　半紙　和

〔行政官御達〕（明治 2 年）　　　　　	 W210.6-33
　写　1 冊　半紙　和

御所御書付之写（明治 2 年）　　　　	 W210.6-35
　写　1 冊　半紙　和

詔書及太政官布達（明治 2 年 9 月）　　	 W210.6-30
　写　1 冊　半紙　和

維新雑書　　　　　　　　　　　　　	 W210.6-31
　明治 20（1887）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　211　北海道地方

松前騒動風説書　　　　　　　　　　　	 W211-1
　明治 2（1869）写　1 冊　半紙　和

諸願伺届控（上磯郡木古内村）　　　　　	 W211-2
　明治 16 〜 28（1883 〜 95）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　212.2　岩手県

南旧秘伝記　　　　　　　　　　　　　	 W212.2-2
　写　1 冊　半紙　和

〔郡山花巻在百姓一揆〕（寛政 7 年）　　	 W212.2-1
　〔寛政 7〕（1795）写　1 通

南部一騎軍書（弘化 4 年一揆）　　　　	 W212.2-3
　嘉永 2（1849）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　212.4　秋田県

秋田御国替記　　　　　　　　　　　	 W212.4-11
　弘化 3（1846）写　1 冊　半紙　和

〔覚書〕（元禄 2 年〜 13 年）　　　　　	 W212.4-12
　写　1 冊　半紙　和

〔万日記〕（秋田藩）元禄 16 年　元禄 17 年　享保 11 〜
13 年　享保 14 〜 16 年　元文 2 〜 4 年　	 W212.4-3
　写　5 冊　半紙　和

公用寄合日記（寛延 2 年〜宝暦元年）	 W212.4-4
　写　1 冊　半紙　和

〔御用留〕（秋田藩）（宝暦 4 年〜明和元年）	 W212.4-5
　写　1 冊　半紙　和

日記　安永 8 年正月〜 3 月　　　　　　　	 W212.4-6
　写　1 冊　半紙　和

義原公御乗出之節より御入部ニ付出府并嫡子出仕被仰渡惣
入記（文久 7 〜 8 年）　　	 W212.4-13
　　古川主典（康三）
　写　1 冊　半紙　和

義就公屋形様御渡野并ニ諸事被仰渡候日記（秋田藩）
　（文久元年）　	 W212.4-7
　文久元（1863）写　1 冊　半紙　和

義就公御巡覧ニ付郡方手積帳（文久元年）　　W212.4-8
　　写　1 冊　半紙　和

屋形様大滝へ御入湯并幸作養子順済の事（慶応二寅年　同
三卯年日記抜書）　 W212.4-9
　写　1 冊　半紙　和
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浅利家次第　　　　　　　　　　　　	 W212.4-10
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　213　関東地方

御家御代記（水戸）　　　　　　	 W213-3
　写　1 冊　美濃　和

　　　　　215　東山東海地方

御触留　嘉永 7 年〜安政 4 年〔駿河清見寺町〕	 W215-1
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　217　中国地方

長州侯布告書（文久 3 年）　　　　　　　	 W217-2
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　219　九州地方

天馬異聞　吉雄如淵訳　　　　　　　　	 W219-6
　写　1 冊　半紙　和

肥後物語　〔亀井魯〕　　　　　　　　　	 W219-5
　写　1 冊　半紙　和

庄内合戦之事（日向国）　　　　　　　	 W219-8
　写　1 冊　半紙　和

豊烈耀後碑　水本成美撰　　　　　　　	 W219-9
　写　1 冊　半紙　和

薩藩情実聞取書（明治 3 年）　　　　　	 W219-7
　写　1 冊　半紙　和
　合綴：山口藩建白

　　　　　　222　中国（東洋史）

十八史略字類大全　附録　河崎与十編　	 W222-56
　明治刊　1 冊　半紙半　和

支那文明諭　巻 2　蒲生仙訳　　　　　	 W222-58
　東京　山中喜太郎　明治 14（1881）1 冊　半紙　和

海外新語拾遺　5 巻（絵入）種菜翁　	 W222-57
　嘉永 2（1849）5 冊　美濃　和

　　　　　　281　叢伝（日本）

諸家人物誌　2 巻　南山道人（池永豹）	 W281-85
　文化 8（1811）写　1 冊　半紙　和

責而者草　10 巻　渋井徳章編　　　　　	 W281-84
　写　8 冊　半紙　和

責而者草　巻 4 〜 10　渋井徳章編　　　	 W281-30
　写（鵡川盛矩）7 冊　半紙　和

古今勇者雍（絵本軍法巻）巻 1　　　　	 W281-86
　下河辺拾水画
　享和 2（1802）1 冊　半紙　和

先哲叢談　後編巻 3 〜 8　東条耕（信耕）	 W281-27 ロ
　大阪　河内屋茂兵衛　刊　2 冊　美濃　和

泊放録　2 巻　三上元龍編　　　　　　　	 W281-87
　寛政 3（1791）写　1 冊　半紙　和

雨夜燈〔湯浅常山〕（元禎）　　　　　	 W281-83
　写　1 冊　美濃　和

近世事録　　　　　　　　　　　　　　	 W281-88
　写　1 冊　半紙　和

維新烈士集（高知藩）　　　　　　　　	 W281-89
　写　1 冊　美濃半　和

　　　　　　281.03　書目　人名辞書　人名録

懐中道知るべ　従五百石至千石　　	 W281.03-103
　江戸　隋沢堂塩沢蔵板　文化2（1805）1帖　17×8　折本

薩州分限帳写（文化 3 年御書上分限帳）　	 W281.03-149
　　安政 7（1860）写　1 冊　半紙　和

佐竹公御家臣之内御客分御引渡御廻座家柄之面々名前并知
行高記之　　	 W281.03-145
　　文化 14（1817）写　1 冊　半紙半　（横）和

佐竹家中分限調（文化 9 年）　　　	 W281.03-146
　慶応 4（1868）写　1 冊　半紙半　和

御簱本小川町　駿府台　飯田町調帳　	 W281.03-148
　文政 12（1829）写　1 冊　横小　和

〔江戸侍屋敷覚帳〕　　　　　　　	 W281.03-104
　写　1 冊　横小　和

官員録（明治 2 年）　　　　　　　	 W281.03-147
　明治 2（1869）写　1 冊　横小　和

改正官員録　彦根正三編　　　　　	 W281.03-102
　東京　大島真次郎　明治 13（1880）1 冊　横小　和

　　　　　　283　叢伝（ヨーロッパ）
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画入通俗民権百家伝　巻 2　　　　　　　　	 W283-1
　島田三郎抄訳　萩原乙彦演義
　明治刊　1 冊　半紙　和

　　　　　　288　系譜　家伝　紋章

御指紙并古御判紙新御判紙共写　古内康恒	 W288-25
　文久 2（1862）写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

明治天皇陛下御不例ヨリ御葬式終り迄（明治 45 年大和新
聞ヨリ書取）　　	 W288.4-18
　　写　1 冊　横長　和

　　　　　　289　個人の伝記

新井君美
　源君美白石伝　　　　　　　　　　　	 W289-98
　写　1 冊　半紙　和

池田政光
　吉備烈公遺事　　　　　　　　　　　	 W289-90
　写　1 冊　半紙　和

　君則　5 巻　　　　　　　　　　　　　	 W289-87
　万延元（1860）写　1 冊　半紙　和

石田三成
　石田三成ノ墳墓　朝吹英二談　　　	 W289-102
　写　1 冊　半紙　和

雲井龍雄
　雲井能雄之伝　　　　　　　　　　　	 W289-89

　写　1 冊　半紙　和

岳飛
　〔宋岳忠武公楮墨〕（宋）岳飛　　　	 W289-101
　明治 15（1882）1 冊　美濃倍　和

小室怡々斎（秀俊）
　怡々斎小室秀俊西遊日誌写　小室秀俊	 W289-97
　明治 14（1881）写　1 冊　美濃半　和

渋江政光
　渋江政光之略伝　新田目道茂　　　　	 W289-99
　写　1 冊　美濃　和

清水彦次郎
　湖心夢草　巻 3（東京時代）清水彦次郎	 W289-86
　刊　1 冊　半紙　和

菅原道真
　天満宮御伝記略抜書　　　　　　　　	 W289-92
　写　1 冊　半紙　和

徳川家康
　松平啓運記　3 巻　　　　　	 W289-94
　写　1 冊　半紙　和

　松平啓運記　3 巻　　　　　　　　　　　	 W289-88
　写　1 冊　半紙　和

徳川頼宣
　明君言行録　　　　　　　　　　　　	 W289-100
　写　1 冊　半紙　和

根本五郎左衛門
　諸事願書記録并外用事　　　　　　　	 W289-93

　根本栄蔵（五郎左衛門）
　享和 3（1803）写　1 冊　半紙　和

古内康恒
　年中日記 5（明治 6 年）11（明治 12 年）13（明治 14 年）
　14（明治 15 年）　古内康恒	 　W289-96
　写　4 冊　半紙　和

松平乗邑
　給松風説集　3 巻　　　　　　　　　	 W289-91
　写　1 冊　美濃　和

最上義光
　義光物語　2 巻　　　　　　　　　　	 W289-95
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　290　地誌　紀行

増補華夷通商考　巻 4,5〔西川忠英〕　　　	 W290-28
　写　1 冊　半紙　和

四十二国人物図説　西川休林（忠英）　	 W290-26
　写　1 冊　美濃　和

紅毛雑記之抄　天　森島（桂川）中良編　	 W290-27
　写　1 冊　半紙　和

北槎聞略　巻 4〔桂川国端〕　　　　　	 W290-25
　写　1 冊　美濃　和

環海異聞　15 巻　大槻茂質　　　　　　	 W290-24
　写　5 冊　半紙　和

十二国人物　　　　　　　　　　　　　　	 W290-23
　嘉永 6（1853）写　1 冊　半紙　和
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　　　　　　291　日本

新刻日本輿地路程全国　長久保玄珠　　　	 W291-50
　天保 11（1840）1 舗　130 × 85　畳物

東遊記　5 巻　橘南渓（宮川春暉）　　　	 W291-44
　大阪　塩谷平助　寛政 7（1975）5 冊　半紙　和

東遊記　前編 5 巻　　　　　　　　　　	 W291-45
　写　1 冊　半紙　和

西遊旅譚　2 巻　司馬江玉漢（峻）　　　　	 W291-43
　写　2 冊　半紙　和

大日本輿地便覧　坤〔山崎義故〕　　	 W291-49
　刊　1 帖　折本　和（稽古館旧蔵）

道中独案内図　　　　　　　　　　　　	 W291-47
　京都　菊屋喜兵衛　文政 5（1822）1 枚　一枚もの

大日本海陸全図　整軒玄魚　　　　　	 W291-30 イ
　江戸　恵比寿屋庄七　文久4（1864）1舗　99×73.5　

畳物

華夷記抜書　本邦漫遊之部　　　　　　	 W291-48
　写（山形宇兵衛）1 冊　半紙　和

間行録　巻 1（北海部）巻 2（鎮西部）　巻 3（関西部）
　伊東竹山（茂右衛門）	 W291-46
　東京　多田三弥　明治 37（1904）3 冊　半紙　和

　　　　　　291.1　北海道

〔浦河様似絵図〕　　　　　　　　　	 W291.1-23

　写　1 舗　47 × 186　畳物

〔江山絵図〕（恵山岬より銚子岬）　　	 W291.1-24
　写　1 枚　28 × 40　一枚もの

蝦夷志　新井白石（君美）　　　　　	 W291.1-13
　写　1 冊　美濃　和

〔蝦夷測量図〕　近藤守重　　　　　　	 W291.1-19
　写（享和 2（1802）序　1 舗　150 × 180　畳物

蝦夷地図　近藤守重　　　　　　　　	 W291.1-14
　写　1 枚一　枚もの

〔蝦夷之図〕　近藤守重　　　　　　　　	 W291.1-20
　写（文化 6（1809）序）1 舗　125 × 140　畳物

東蝦夷地道法書　　　　　　　　　　	 W291.1-17
　文化 10（1813）写　1 冊　半紙半　和

松前蝦夷地図　　　　　　　　　　　	 W291.1-21
　写　1 舗　95 × 70　畳物

〔松前蝦夷地図〕　　　　　　　　　　	 W291.1-22
　写　1 舗　93 × 168　畳物

松前城下図　　　　　　　　　　　　	 W291.1-25
　写　1 枚　一枚もの

松前所在ノ産物　附蝦夷詞　　　　　	 W291.1-15
　写　1 冊　半紙　和

〔松前図会〕　　　　　　　　　　　	 W291.1-18
　写　1 冊　半紙　和

ヤンケシリ　テウレ両島地名　　　　	 W291.1-16
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　291.2　東北地方

松島案内　岡濯　　　　　　　　　	 W291.2-13
　仙台　松華堂　明治 21（1888）1 冊　半紙　和

明治新刻松島案内　岡濯　　　　　　	 W291.2-14
　仙台　静雲堂　明治 24（1891）再版　1 冊　半紙　和

六郡村附帳（羽後国）　　　　　　　	 W291.2-15
　寛政 4（1792）写　1 冊　横小　和

秋田県北秋田郡村誌　　　　　　　　	 W291.2-16
　明治 15,17（1882,84）写　6 冊　半紙　和
　註：七日市村々誌　麻生村誌　李岱村誌　福田村　新四

目村　池内村　小館花村　根下戸村　餌釣村　山館村　
中山村　二井田村　本宮村　下河原村　比内前田村　杉
沢村　大子内村　荒瀬村　早口村　長坂村　外川原村　
黒沢村　前山村　今泉村　小鑿村　下代野村　芦田子村

　茂内村　東村　雪沢村　芹沢村　鎌沢村　三木田村　三
里村　根田村　小渕村　小無村　真木沢鉱山　小沢鉱山

　二之又鉱山　萱草鉱山　吉田村　三枚鉱山

〔秋田大館附近の図〕　　　　　　　　	 W291.2-17
　写　1 枚　一枚もの

　　　　　　　291.3　関東地方

日光御山之絵図　　　　　　　　　　	 W291.3-26
　刊　1 舗　90 × 62　畳物

茨城常磐公園攬勝図誌　乾坤　松平俊雄編　	W291.3-24
　水戸　編者　明治 18（1885）2 冊　半紙　和
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東京名所鑑　上下　相沢朮　　　　　	 W291.3-25
　東京　東崖堂　明治 25（1892）2 冊　半紙半　和

　　　　　　291.5　東山東海地方

村鑑明細書上帳（駿州富士郡上下山本村）	 W291.5-5
　慶応 4（1868）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　　291.6　近畿地方

京羽二重　巻 3　　　　　　　　　　　	 W291.6-9
　刊　1 冊　半紙半　和

内裏雛（山城名所寺社物語）巻 3（絵入）	 W291.6-30
　刊　1 冊　半紙　和

京名所独案内　　　　　　　　　　　	 W291.6-31
　京都　正本屋吉兵衛　刊　1 冊　横小　和

　　　　　　292.99　樺太

北蝦夷略図　　　　　　　　　　　　	 W292.99-2
　写　1 舗　畳物

　　　　　　295　北アメリカ

海外異聞（亜墨利加新語）5 巻　　　　	 W295-1
　嘉永 7（1854）5 冊　美濃　和

　　　　　　299　漂流記

奇観録　桂川国瑞著　亀井魯訳　　　　	 W299-7
　写　1 冊　美濃　和

〔ヲロシヤ国漂流記〕　　　　　　　　　	 W299-8
　写　1 冊　半紙　和

漂流人幸太夫磯吉問答伝　　　　　　　	 W299-9
　写　1 冊　半紙　和

土佐国赤岡浦長平無人島漂流記　　　　　	 W299-10
　写　1 冊　半紙　和

300　社会科学

　　　　　　304　論文　講演集　随筆　雑記

文明論之概略　巻 1,2,5,6　福沢諭吉　　	 W304-1
　東京　著者　明治 9（1876）刊　4 冊　半紙　和

　　　　　　310　政治

経済録　第 1 〜 4　太宰純　　　　　　　	 W310-64
　写　4 冊　美濃　和

経済録　巻 1 〜 5　太宰純　　　　　　　	 W310-70
　写　5 冊　半紙　和

経済録　巻 5 〜 7〔太宰純〕　　　　　　	 W310-71
　写　1 冊　半紙　和

植崎九八郎存念書（天明 7 年）　植崎九八郎	 W310-74
　写　1 冊　半紙　和

忠言　植崎九八郎　　　　　　　　　　	 W310-69
　写　1 冊　半紙半　和

埜瀬理　〔細井徳民〕　　　　　　　　	 W310-84
　写　1 冊　半紙　和

破レ家ツツクリ話　鬼国山人（新宮涼庭）	 W310-63
　慶応 2（1866）写　1 冊　美濃　和

水戸斉昭卿建白（天保 9 年）徳川斉昭	 W310-75
　文久 2（1862）写　1 冊　半紙　和

海防備論　藤森大雅　　　　　　　　　	 W310-65
　写　1 冊　美濃　和
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海防備論　藤森大雅　　　　　　　　　	 W310-66
　写　1 冊　半紙　和

海防備論　藤森恭助（大雅）　　　　　	 W310-67
　写　1 冊　半紙　和

校正続恐惶神諭　〔藤森大雅〕　　　　	 W310-68
　写　1 冊　半紙　和

経世菅蒯録　　　　　　　　　　　　　	 W310-86
　写　1 冊　半紙　和

〔建白書〕　貫名右近　　　　　　　　　	 W310-83
　写　1 冊　半紙　和

十七兼題　　　　　　　　　　　　　　	 W310-85
　写　1 冊　半紙　和

京都府下人民告諭大意（明治 2 年）　京都府　	 W310-82
　写　1 冊　半紙　和

勃興要諭（明治 3 年）折田年秀　　　	 W310-77
　写　1 冊　半紙半　和

建白写（明治 3 年）横山正太郎　　　	 W310-87
　写　1 冊　半紙　和

横山正太郎建白書写并弾正台建白書共　（明治 3 年）
　写　1 冊　半紙　和	 W310-81

西郷吉之助建白（明治 4 年）　　　　　	 W310-89
　写　1 冊　半紙　和

志摩彦吉建白写（明治 5 年）　　　　　	 W310-76

　写　1 冊　横長　和

和田八之進上書之写 ･志摩彦吉上書上写　（明治 5 年）	 	
　明治 6（1873）写　1 冊　半紙　和	 W310-88

島津久光謹白（明治 8 年）　　　　　	 W310-78
　写　1 冊　半紙　和

島津久光謹白（明治 8 年）　島津久光　	 W310-79
　写　1 冊　半紙　和

板垣退助君意見書　（明治 20 年）　　　	 W310-80
　写　1 冊　美濃　和

谷干城意見書　谷干城　　　　　　　　	 W310-90
　明治 20（1887）写　1 冊　半紙　和

伊藤枢密院議長ノ演説・井上農商務大臣ノ意見（明治22年）
　写　1 冊　半紙　和	 W310-91

　　　　◇

陸宣公奏議　巻 12　（唐）陸贄　　　　　	 W310-61
　〔萩〕　和泉屋金右衛門　長門明倫館蔵板　文久3

（1863）　1冊　半紙　和

東坡策　巻上　（宋）蘇軾著　藤森大雅編	 W310-72
　東京　名山閣　明治 3（1870）1 冊　半紙半　和

東城策　巻上（宋）蘇軾著　藤森大雅編	 W310-72 イ
　東京　名山闇　明治 3（1870）1 冊　半紙半　和

牧民忠告　（元）〔張希孟〕（養浩）　　　	 W310-73
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

〔御布達綴〕（明治 7 年 8 月 9 月）　　　	 W310.9-5
　明治 7（1874）1 冊　21.9 × 15.4　和

〔秋田県諸達留〕（明治 5 年）　　　　　	 W310.9-6
　明治 5（1872）写　1 冊　半紙　和

　　　　◇議会　立法

岡山県両備作三国有志人民国会開設建言及ヒ同檄文写
　明治 13（1880）写　1 冊　半紙　和	 　W314-2
　
岡山県両備作三国有志人民国会設立之建言書写（明治 13
年 1 月 5 日 ,17 日 ,19 日日々新聞より写す）　	 W314-3
　　明治 13（1880）写　1 冊　半紙　和

　　　　◇外交　国際問題

亜墨利加使節対話書（安政 5 年）　　　	 W319-6
　安政 5（1858）写　1 冊　半紙　和

亜米利加使節　　　　　　　　　　　　　	 W319-5
　安政 6（1859）写　1 冊　半紙　和

朝鮮ヨリ佐多素一郎特参返書之写　　　	 W319-7
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　320　法律

官省規則全書　博聞社編　　　　　　	 W320.9-3
　東京　編者　明治 7（1874）1 帖　17 × 8　折本

　　　　◇日本法制史
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官職鄙弁疑　4巻　　　　　　　　　　	 W322.1-19
　写　1 冊　美濃　和

令　　　　　　　　　　　　　　　　	 W322.13-2
　写　1 冊　半紙半　和

御成敗式目　　　　　　　　　　　　	 W322.14-1
　刊　1 冊　美濃　和

　　　　◇後期（封建制度）　藩政

〔板倉伊賀守掟状〕　　　　　　　　	 W322.15-43
　写　1 冊　半紙　和

本田中務太夫家来錦織十郎右衛門伜を切殺候付御穿鑿御触
之写	 　W322.15-54
　貞享 5（1688）写　1 冊　半紙　和

聡明答撰抄　雑之部（文政 4 年〜 13 年）	 W322.15-37
　写　1 冊　半紙　和

　　　◇

異扱要覧　　　　　　　　　　　　	 W322.15-44
　文政 12（1829）写　1 冊　半紙　和

見分心得書　　　　　　　　　　　　	 W322.15-51
　写　1 冊　半紙　和

御問答御答　　　　　　　　　　	 W322.15-49
　写　1 冊　美濃　和

御祐筆手鑑　　　　　　　　　　　　	 W322.15-47
　写　1 冊　横小　和

於御老若御宅被仰渡之写　　　　　	 W322.15-45
　写　1 冊　半紙　和

〔死罪申渡書〕　　　　　　　　　　　	 W322.15-52
　写　1 冊　和

諸家問合抄書　　　　　　　　　　	 W322.15-41
　文久 3（1863）写　1 冊　半紙　和

辻番律略　　　　　　　　　　　	 W322.15-53
　写　1 冊　半紙　和

法曹折録（公事方秘録）　　　　　　	 W322.15-50
　写　1 冊　半紙　和

御格式留書（秋田藩）　　　　　　	 W322.15-42
　寛政 11（1799）写　1 冊　半紙半　和

〔屋敷境一件留〕（延享元年〜 3 年）	 W322.15-48
　根本五郎左衛門
　写　1 冊　半紙　和

前橋藩禄制覚　前橋藩知事　　　　	 W322.15-46
　明治 3（1870）写　1 冊　美濃　和

　　　　◇明治以後

職員令　　　　　　　　　　　　　　	 W322.16-4
　写（明治）1 冊　美濃　和

　　　　◇東洋法制史

清律　（清）沈天易註　　　　　　　　	 W322.2-8
　写　6 冊　半紙　和

大清律頭註　　　　　　　　　　　　	 W322.2-9
　写　2 冊　半紙　和

福恵全書　巻 2,3　　　　　　　　　　	 W322.2-6
　文政 8（1825）写　1 冊　半紙　和

福恵全書　巻 4,5（清）〔黄六鴻〕　　	 W322.2-7
　日本刊　1 冊　半紙　和　（稽古館旧蔵）

　　　　◇

戸籍各県伺指令（明治 7 〜 9 年）　　　　	 W324-6
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

福島事件公判実録（被告河野広中外 5 名）　第 1 〜 3 編
　写　3 冊　半紙半　和	 W327-5

　　　　　　330　経済

夢之代　巻 6（経済）（山片芳秀〕　　　	 W330-6
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

宝賃通用京洛　〔新井白石〕（君美）　　　	 W337-2
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　345　租税

地方官心得書　　　　　　　　　　	 W345-5
　写　1 冊　半紙　和

地租改正法　（明治 6 年）　　　　　　　　	 W345-7
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　写　1 冊　半紙半（横）和

国税金収入并帳簿類進達期限表　　　　	 W345-6
　大蔵省租税局編
　東京　編者　明治 16（1883）1 帖　折本

　　　　　　351　統計（日本）

皇朝国勢便覧（明治 3 年）　　　　　　	 W351-2
　写　1 冊　美濃　和

日本帝国第六統計年鑑抜書（明治 20 年）	 W351-3
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　370.9　往来物

〔江戸往来〕寺沢政辰書　　　　　	 W370.9-330
　江戸　野田太兵衛　正徳 4（1714）1 冊　美濃　和

〔江戸往来〕片山素俊書　　　　　	 W370.9-331
　江戸　須原屋伊八　寛政元（1789）1 冊　半紙　和

　　　　◇

御成敗式目　　　　　　　　　　　	 W370.9-359
　西村又左衛門重板　正保 4（1647）1 冊　美濃　和

　　　　◇

大坂進状・楠状　　　　　　　　　	 W370.9-372
　写　1 冊　半紙　和

景清秋・秀衡状・劔之由来　　　　	 W370.9-380
　写　1 冊　半紙　和

鎌倉状　　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-379
　写　1 冊　半紙　和

太閤状　　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-349
　写　1 冊　半紙　和

高綱連判状　　　　　　　　　　　	 W370.9-346
　写　1 冊　半紙　和

経盛返状　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-396
　嘉永 2（1849）写　1 冊　半紙　和

八島状・物嗅状　　　　　　　　　	 W370.9-395
　明治 9（1876）写　1 冊　半紙　和

八島合戦状 ･太閤様御掟 ･農家手習状 ･百姓往来
　1 冊　半紙　和　	 W370.9-382
　
　　　　◇

晏子伝　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-369
　天保 12（1841）写　1 冊　半紙　和

晏子伝及買徳往来　　　　　　　　	 W370.9-370
　写　1 冊　半紙　和

教訓短〔歌〕我身の上・都路往来　　	 W370.9-376
　明治 5（1872）写　1 冊　半紙　和

買得往来　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-371
　写　1 冊　半紙　和

大橋改年帖　篠田良三郎　　　　　　　	 W370.9-343
　文政 11（1828）写　1 冊　半紙　和

賀志古短歌・歌種分別状・都路往来　	 W370.9-385
　写　1 冊　半紙　和

勧孝通言　　　　　　　　　　　　	 W370.9-350
　写　1 冊　半紙　和

勧孝邇言　　　　　　　　　　　　	 W370.9-351
　写　1 冊　半紙　和

源氏歌　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-377
　写　1 冊　半紙　和

笹山梅菴寺子制誨之式目　〔笹山〕梅菴	 W370.9-329
　元禄 8（1695）1 冊　美濃　和

笹山梅庵寺子制誨之式目　　　　　	 W370.9-356
　写　1 冊　半紙　和

笹山梅庵制誨之式目　　　　　　　	 W370.9-357
　写　1 冊　半紙　和

笹山梅庵寺子制蒙式目　　　　　　	 W370.9-358
　写　1 冊　半紙　和

笹山梅庵寺子制誨之式目　笹山梅庵	 W370.9-367
　写　1 冊　半紙　和

地方往来　　　　　　　　　　　　	 W370.9-389
　明治 9（1876）写　1 冊　半紙　和

躾短歌　　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-352
　写　1 冊　半紙　和

寿福心得種　　　　　　　　　　　	 W370.9-378
　写　1 冊　半紙　和
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庄屋今川教訓書　　　　　　　　　	 W370.9-390
　写　1 冊　半紙　和

世話字往来　　　　　　　　　　　	 W370.9-387
　明治 4（1871）写　1 冊　半紙　和

続商売往生　　　　　　　　　　　	 W370.9-386
　写　1 冊　半紙　和

寺子教訓書　　　　　　　　　　　	 W370.9-388
　写　1 冊　半紙　和

手習制詞状　　　　　　　　　　　　	 W370.9-400
　文政 11（1828）写　1 冊　半紙　和

農家手習状　西村明観　　　　　　	 W370.9-401
　写　1 冊　半紙　和

農人往来　　　　　　　　　　　　	 W370.9-383
　写　1 冊　半紙　和

早道童子教　　　　　　　　　　　　	 W370.9-398
　慶応元（1865）1 冊　半紙　和

久かた　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-345
　写　1 冊　半紙　和

武具短歌　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-364
　写　1 冊　半紙　和

武具短歌　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-365
　明治 3（1870）1 冊　半紙　和

武具短歌　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-366

　写　1 冊　半紙　和

和歌名所記　2 巻　　　　　　　　　	 W370.9-344
　安政 4（1857）写　2 冊　21.8 × 16.8　和

　　　　　◇

重刻訓点千字文　　　　　　　　　　	 　W370.9-332
　角田青渓（平明）書　宇佐美恵水点
　文化 4（1807）1 冊　美濃　和

三字経　（宋）王柏厚（応麟）　　　　	 W370.9-335
　江戸　玉山堂　安政 4（1857）1 冊　半紙　和

皇朝三字経　鷦鷯斎春水（大橋玉）編	 W370.9-334
　江戸　英文蔵　嘉永 6（1853）1 冊　美濃半　和

本朝三字経　　　　　　　　　　　　	 W370.9-397
　写　1 冊　半紙　和

大名名尽し・女江戸方角　　　　　　	 W370.9-368
　写　1 冊　美濃半　和

村附　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-384
　写　1 冊　半紙　和

五体名頭字　　　　　　　　　　　　	 W370.9-399
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

名頭文字・替字伊呂波・手紙文　　　	 W370.9-333
　文化 9（1812）写　1 冊　半紙倍　和

和英雑書名頭字尽　内川勇訳　　　　　　	 W370.9-348
　東京　保永堂　刊　1 冊　半紙半　和

和英雑書名頭字尽　内川勇次　　　　　	 W370.9-348 イ
　東京　保永堂　明治刊　1 冊　美濃半　和

英和五体名頭字尽　　　　　　　　　	 W370.9-347
　明治刊　1 冊　美濃半　和

官職道志留辺　吉田庸徳撰　　　　	 W370.9-341
　明治 6（1873）1 冊　半紙　和

　　　　◇

おさな子の手習　　　　　　　　　　	 W370.9-355
　写　1 冊　美濃半（横）加

童蒙魁読説教千引草　　　　　　　　　　	 W370.9-340
　小川持正著　深沢菱潭（巻寛）書
　東京　菱湖堂・山静堂　刊　1 冊　半紙　和

童子智恵袋　　　　　　　　　　　　	 W370.9-375
　天保 2（1831）写　1 冊　半紙　和

幼童俗説教導集　巻中下　　　　　	 W370.9-342
　写　2 冊　半紙半　和

　　　　◇

御姫様御縁組御道具之留　　　　　	 W370.9-354
　写　1 冊　半紙　和

女教訓短歌　　　　　　　　　　　	 W370.9-394
　写　1 冊　半紙　和

女孝行嗜草　　　　　　　　　　　　	 W370.9-374
　写　1 冊　半紙　和
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女孝行嗜草　　　　　　　　　　　　	 W370.9-373
　写　1 冊　半紙　和

女躾短歌　　　　　　　　　　　　	 W370.9-353
　写　1 冊　半紙　和

女躾短歌　　　　　　　　　　　　　	 W370.9-360
　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

女躾短歌　　　　　　　　　　　　	 W370.9-361
　写　1 冊　半紙　和

女躾短歌　　　　　　　　　　　　	 W370.9-362
　写　1 冊　半紙　和

女躾短歌・女今川　　　　　　　　	 W370.9-363
　写　1 冊　半紙　和

女四民の文　　　　　　　　　　　　	 W370.9-381
　明治 6（1873）写　1 冊　半紙　和

女初学文章　窪田やす書　　　　　	 W370.9-336
　万治 3（1660）冷　美濃　和

女手習状　　　　　　　　　　　　	 W370.9-402
　写　1 冊　半紙　和

女身上教草　　　　　　　　　　　	 W370.9-393
　写　1 冊　半紙　和

女訓孝経　　　　　　　　　　　　	 W370.9-391
　写　1 冊　半紙　和

〔女訓消息〕（絵入）　　　　　　　	 W370.9-322
　刊　1 冊　半紙　和

女子教草・女手習教訓状　　　　　	 W370.9-392
　写　1 冊　半紙　和

女筆いろみどり　　　　　　　　　	 W370.9-337
　享保 9（1724）2 冊　美濃　和

女筆若みどり　上　長谷川筆海子書　	 W370.9-338
　刊　1 冊　美濃　和

錦の海　上　長谷川筆海子書　　　	 W370.9-339
　刊　1 冊　美濃　和

　　　◇

小倉百人一首　　　　　　　　　　　	 W370.9-278
　刊　1 冊　半紙半　和

錦花百人一首（粧百人一首）　　　	 W370.9-68
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　半紙半　和
　内容：女用文

〔百人一首〕（絵入）　　　　　　　　	 W370.9-325
　刊　1 冊　美濃　和

〔百人一首〕（絵入）　　　　　　　	 W370.9-326
　刊　1 冊　半紙　和

〔百人一首〕（絵入）　　　　　　　	 W370.9-327
　刊　1 冊　美濃　和

〔百人一首〕（絵入）　　　　　　　　　	 W370.9-328
　刊　1 冊　半紙半　和

〔百人一首女大全〕（絵入）　　　　	 W370.9-323

　大阪　河内屋　安永 5（1776）1 冊　美濃　和

〔百人一首〕女用文庫（絵入）　　　	 W370.9-324
　刊　1 冊　美濃　和

百人一首操文庫　　　　　　　　　　	 W370.9-53
　江戸　山城屋平助　刊　1 冊　半紙半　和

　　　　　　372　教育史　事情

大館郷学校係役名籍　　　　　　　　　	 W372-4
　明治 4（1871）写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

函館県小学校教則・校則　　　　　　　　	 W373-1
　明治 16（1883）1 冊　半紙　和

　　　　　　375　学習指導　教科課程

小学教授本　藤井惟勉編　　　　　　	 W375-2 ロ
　明治 8（1875）1 冊　半紙　和

改正試験法　坤　　　　　　　　　　　	 W375-6
　〔明治 9〕（1876）1 冊　美濃半　和

　　　　　　375.9　教科書

算術用文生徒必携　福島順則編　　	 W375.9-231
　東京　宝山堂　明治 12（1879）1 冊　半紙　和

　　　　◇

和漢孝義録　一名修身口授書　巻 3　	 W375.9-223
　鈴木重義編
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　東京　亀谷竹二　明治 15（1882）1 冊　半紙　和

　　　　◇

日本略史　下巻　木村正辞編　　　　	 W375.9-221
　東京　山中市兵衛（文部省版）明治刊　1 冊　半紙　和

日本全図暗射指南譜　大槻修二　　　　　	 W375.9-225
　明治 8（1875）1 帖　大　折本

万国全図暗射指南譜　高木怡荘編　　	 W375.9-226
　東京　金港堂　明治 10（1877）1 帖　大　折本

万国暗射図指南譜　羽山庸編　　　	 W375.9-227
　東京　錦森堂　明治 10（1877）1 帖　大　折本

地球暗射図符号解　久保譲次編　　　　	 W375.9-228
　東京　山中市兵衛（文部省蔵版）明治 10（1877）1 冊
　半紙　和

日本地誌略指南図　巻 2,3,4　　　	 W375.9-229
　高橋不二雄編
　東京　原亮三　明治 10（1877）8 冊　半紙半　和

日本地誌略字引大成　4 巻　水渓良孝編	 W375.9-230
　京都　田中治兵衛　明治 11（1878）1 冊　17.8 × 8.0
　（横小）和

　　　　◇

通俗増字単語図解　上　島次三郎編　	 W375.9-219
　写　1 冊　半紙　和

小学字引大全　本多欣二編　　　　	 W375.9-220
　東京　青山清吉　明治 8（1875）1 冊　横小　和

開化小学用文　喰代豹蔵　　　　　	 W375.9-215
　東京　別所平七　明治 10（1877）1 冊　半紙　和

開化小学用文　喰代豹蔵　　　　	 W375.9-215 イ
　東京　別所平七　明治 10（1877）1 冊　半紙　和

小学開化用文　岩崎茂実編　　　　　	 W375.9-216
　刊　1 冊　半紙　和

小学文章軌範　上中　鈴木重義編　	 W375.9-222
　東崖堂　明治 13（1880）2 冊　半紙半　和

　　　　◇

小学習文軌範　巻 1,2　藤掛貴重編　　	 W375.9-217
　明治 16（1883）刊　2 冊　半紙半　和

開化小学万通用文　高木弘平編　　　	 W375.9-218
　東京　芳潤堂　明治 18（1885）1 冊　半紙半　和

　　　　◇

習字入門　深沢菱潭（巻筧）編書　　	 W375.9-210
　江島喜兵衛　刊　1 冊　半紙　和

習字のちか道　深沢菱潭（巻寛）編　	 W375.9-211
　東京　大坂屋藤助　刊　1 冊　半紙　和

書牘　日用文 1　文部省編　　　　　	 W375.9-212
　東京　和泉屋市兵衛　明治 7（1874）1 冊　半紙　和

筆之梯　五号下　　　　　　　　　	 W375.9-213
　明治 8（1875）1 冊　11.5 × 81.5　和

小学習字開化用文証　原田道義編　　	 W375.9-214
　東京　大西庄之助　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

　　　　◇

標註刪修近古史談　巻下　大槻磐渓（清崇）	W375.9-224
　大阪　三本佐助　明治 36（1903）1 冊　半紙　和

　　　　　　385　祭礼　年中行事

日本歳時記　7 巻（絵入）　　　　　　	 W385-5
　貝原好古編　貝原篤信補
　京都　日新堂　貞享 5（1688）4 冊　半紙　和

佳節記　伴部重垣翁作　　　　　　　　　	 W385-6
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　386　冠婚葬祭

婚礼之次第　　　　　　　　　　　　　	 W386-11
　写　1 冊　美濃　和

婚儀附図弁　　　　　　　　　　　　	 W386-10
　写　1 冊　美濃　和

嫁取婿入之次第　　　　　　　　　　　	 W386-12
　文化 5（1808）写　1 冊　半紙　和

幸姫様御引越御行列帳（秋田藩）　　	 W386-13
　安政 3（1856）写　1 冊　17.0 × 6.2　和

　　　　　　387　礼儀作法　社交

小笠原大諸礼集大全　巻 7 〜 9（絵入）　	 W387-5
　大阪　小林利兵衛　文政 9（1826）1 冊　美濃　和
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彝用聞書　5 巻　　　　　　　　　　　	 W387-31
　写　1 冊　半紙　和

常心得之次第要略　　　　　　　　　　	 W387-29
　写　1 冊　半紙　和

四季法礼　　　　　　　　　　　　　　　	 W387-30
　写　1 冊　半紙半　和

引渡銚子提瓶子図解（小笠原流）　　	 W387-37
　写　1 冊　美濃半　和

通之次第同くい様之事　　　　　　　　	 W387-15
　写（寛永）1 冊　美濃　和

酌次第之書　　　　　　　　　　　　　	 W387-17
　元文 4（1739）写　1 冊　半紙　和

万躾之次第　　　　　　　　　　　　　	 W387-26
　宝暦 2（1752）写　1 冊　半紙　和

小笠原流躾方秘伝集　　　　　　　　　	 W387-27
　文化 13（1816）写　1 冊　半紙　和

小笠原流躾方口伝聞書　　　　　　　　	 W387-28
　写　1 冊　半紙　和

女中しつけかた品々　小笠原長時　小笠原貞慶	W387-16
　宝暦 6（1756）写（村田俗縁）1 冊　美濃　和
　註：水島之成→横山時連→早川為逢→原田元陳→村田信峰

　　　　◇

書簡式　　　　　　　　　　　　　　　	 W387-18

　写　1 冊　半紙　和

書礼文法　詩歌　　　　　　　　　　　	 W387-19
　写　1 冊　美濃　和

書礼文法（詩歌）　　　　　　　　　	 W387-20
　写　1 冊　半紙　和

書礼文法（書類）　　　　　　　　　	 W387-21
　写　1 冊　美濃　和

書礼文法（序訓書状）　　　　　　　　	 W387-22
　写　1 冊　美濃　和

書礼文法（序訓書状）　　　　　　　　	 W387-23
　写　1 冊　美濃　和

書礼文法（字訓）　　　　　　　　　　	 W387-24
　写　1 冊　半紙　和

書礼極秘　　　　　　　　　　　　　　	 W387-25
　文政 11（1828）写　1 冊　美濃　和

書礼文法　　　　　　　　　　　　　　	 W387-32
　写　1 冊　半紙　和
　註：勅書　御内書奉書　1序訓・書状,2書類,3書集,4軽

重,5字訓,6助詞･員数,7往来割状,9書状･目録,11大内･公
家･百官

書礼文法　詩歌・僧呂　　　　　　　　	 W387-33
　写　2 冊　11.7 × 17.0　和

諸礼文法　　　　　　　　　　　　　　	 W387-34
　写　1 冊　半紙半　和

文章認之心得並進物等之事　　　　　　	 W387-35
　写　1 冊　半紙　和

当用書礼集　6 巻　　　　　　　　　　	 W387-36
　写　1 冊　美濃半　和

　　　　　　390　国防　軍事

海防彙儀　第 1　塩田順菴（泰）編　　　	 W390-17
　写　1 冊　半紙　和
　内容：海防之儀ニ付僭越之罪をも不相顧愚存奉申上候　

言購舶事書（塩谷世弘）野叟独語（杉田鷧斎（翼）

　　　　　　395　軍需品

貝之事・大鞁之事　　　　　　　　　　	 W395-10
　寛文 4（1664）写　1 冊　半紙　和

加治派幡魂四種伝　　　　　　　　　　	 W395-14
　天保 13（1842）写　1 冊　半紙　和

甲冑具足首用必解　西村蘭斎　　　　　	 W395-11
　嘉永 3（1850）写　1 冊　半紙　和

軍器要法　上下　岡崎良梁　　　　　　	 W395-18
　文化 8（1811）写　1 冊　半紙　和

軍用記　第 3（絵入）　伊勢貞丈著　千賀春城補	 W395-7
　刊　1 冊　美濃　和

誠極流軍配之巻　下（鎧着用三十三ヶ条之事）	 W395-15
　　写　1 冊　半紙　和

単騎要略　被甲弁　巻 5　村井昌弘編　	 W395-20
　享保 14（1729）1 冊　半紙　和
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単騎要略　被甲弁　5 巻　村井昌弘編　	 W395-21
　享保 20（1735）跋　5 冊　半紙　和

単騎要略　被甲弁　巻 2 〜 5　村井昌弘編	 W395-21 イ
　享保 20（1735）跋　2 冊　半紙　和

単騎要略　被甲弁　5 巻　村井昌弘編　	 W395-17
　写　1 冊　半紙　和

団仕立之事　　　　　　　　　　　　　	 W395-19
　写　1 通

武具短歌図考　巻下　稲葉通安編　　　	 W395-8
　江戸　紙屋徳八　刊　1 冊　美濃　和

武具短歌図考　2 巻　稲葉通安編　　　	 W395-12
　安政 5（1858）写　1 冊　半紙　和

武具短歌国考　稲葉通安編　　　　　　　	 W395-9
　写　1 冊　半紙　和

武具要説　高坂弾正（昌信）　　　　　	 W395-16
　写　1 冊　半紙　和

六具集（武家重宝記ヨリ抜書）　　　	 W395-13
　享保 16（1731）写　1 冊　半紙　和

　　　　　396　陸軍

大砲運動号令図解　　　　　　　　　　	 W396-34
　明治 3（1870）写　1 冊　横小　和

　　　　　399　古代兵法

足軽十六備（十六備伝書）　　　　　	 W399-119
　写　1 冊　半紙　和

円形車懸御備　　　　　　　　　　　	 W399-125
　弘化 3（1846）写　1 冊　半紙　和

家伝至宝十六・武教極秘の巻　　　　	 W399-122
　文化 9（1812）写　1 冊　横長　和

九ケ之極意　　　　　　　　　　　　	 W399-116
　写　1 冊　半紙半　和

軍法書　　　　　　　　　　　　　　　	 W399-87
　写　1 冊　美濃　和

甲陽軍艦　巻第 1　　　　　　　　　　　	 W399-83
　刊　1 冊　美濃　和

先師相伝之聞書并図　　　　　　　　	 W399-127
　写　1 枚

戦法相伝　　　　　　　　　　　　　	 W399-114
　写　1 冊　半紙　和

備之根元　　　　　　　　　　　　　　	 W399-129
　写　1 冊　半紙　和

備業聞書　　　　　　　　　　　　　	 W399-120
　写　1 冊　半紙　和

道天地将法　　　　　　　　　　　　	 W399-118
　写　1 冊　半紙　和

日本伝軍道来由口訣　　　　　　　　	 W399-112
　写　1 冊　美濃　和

八陣応変　　　　　　　　　　　　　　　　	 W399-117
　写　1 冊　半紙　和

八陣図　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W399-121
　写　1 冊　美濃半　和

武鑑老談書　巻 6 〜 10　　　　　　　　	 W399-110
　写　1 冊　美濃　和

武士心得大要　　　　　　　　　　　　	 W399-111
　安政 6（1859）写　1 冊　横小　和

校刻兵要録　巻 1 〜 6　長沼崇敬　　　　　	 W399-82
　安政 2（1855）2 冊　美濃　和

兵法奥儀集　第 1 〜 8　　　　　　　　　	 W399-126
　写　8 冊　美濃　和
　内容：巻1（軍用一騎伝別伝秘授）巻2（軍用別伝附

録）巻8（軍用一騎伝重別伝秘授）巻4（五事三重秘
授）巻5（六物三重私記義解天伝）巻6（六物三重私記
義解法伝）巻7（六物三重極意八規伝）巻8（大星秘授
口占）

兵法雄鑑　第 21,22（営法）　　　　　	 W339-123
　写　1 冊　半紙　和

兵法雄鑑抄　第 8 〜 52　　　　　　　　	 W399-124
　写　1 冊　美濃半　和

〔三木備図〕　　　　　　　　　　　　　	 W399-128
　写　1 通

八重垣陣伝義　常山子曜　　　　　　　	 W399-86
　写　1 冊　美濃　和
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出鹿先生戦法正伝　　　　　　　　　	 W399-113
　延享 3（1746）写　1 冊　半紙　和

山本勘助晴幸兵法大星目録　　　　　　	 W399-85
　宝暦 13（1763）写　1 冊　半紙半（横）和

山本勘助流戦法之極意兵具雑器　　　　	 W399-84
　寛政 4（1792）写　1 冊　半紙半（横）和

　　　◇

武教小学〔山鹿高祐〕　　　　　　　	 W399-90
　文化 12（1815）写　1 冊　半紙半　和

武教全書　附武教小学　乾　山鹿高祐　	 W399-88
　弘化 4（1847）1 冊　半紙半　和

武教全書　附武教小学　乾　山鹿高祐　	 W399-89
　弘化 4（1847）1 冊　美濃半　和

武教全書　附武教小学　乾　山鹿高祐	 W399-100
　写　1 冊　半紙　和

武教全書　阿武教小学　乾　山鹿高祐	 W399-101
　写　1 冊　半紙　和

武教全書　5 巻　山鹿高祐　　　　　　	 W399-91
　写　1 冊　美濃半　和

武教全書　下巻　山鹿高祐　　　　　　	 W399-92
　文化 13（1816）写　1 冊　半紙　和

武教全書　巻 1 上　山鹿高祐　　　　　	 W399-102
　写　1 冊　半紙半　和

武教全書〔巻 4〕　　　　　　　　　　	 W399-93
　写　1 冊　半紙　和

武教全書　巻 4 下〔山鹿高祐〕　　　	 W399-103
　写　1 冊　半紙　和

武教全書　巻 4 上下　巻 5〔山鹿高祐〕	 W399-104
　写　1 冊　半紙半　和

武教全書　巻 4 下　巻 5〔山鹿高祐〕	 W399-105
　写　1 冊　半紙　和

武教全書　巻 5〔山鹿高祐〕　　　　	 W399-106
　写　1 冊　半紙　和

武教全書〔巻 5〕山鹿高祐　　　　　	 W399-94
　写　1 冊　美濃　和

武教全書ケ条伝　　　　　　　　　　　	 W399-108
　写　1 冊　半紙　和

武教全書ケ条伝　　　　　　　　　　	 W399-109
　写　1 冊　半紙　和

武教全書聞書　　　　　　　　　　　	 W399-130
　写　1 冊　美濃　和

武教全書諺解　6　　　　　　　　　　	 W399-107
　貞享元（1684）写　1 冊　美濃　和

武教全書正解（兵具雑器）　　　　　	 W399-115
　写　1 冊　美濃　和

武教全書直解（築城）　　　　　　　　	 W399-98

　写　1 冊　半紙　和

武教全書備要　　　　　　　　　　　　	 W399-95
　写　1 冊　美濃半　和

武教全書兵具　　　　　　　　　　　　	 W399-96
　写　1 冊　半紙　和

武教全書弁解　営法　練陣　行軍　　　	 W399-99
　写　2 冊　半紙　和

武教全書弁解　7　　　　　　　　　　	 W399-16
　写　1 冊　美濃　和

武教全書問答　第 2（主本　撰将）　	 W399-97
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

武経七書合解大成俚諺抄　巻 15 〜 17　	 W399.2-10
　（六割）神田勝久編
　刊　1 冊　美濃　和

七書評判　4（尉繚子 2 巻）　　　　　	 W399.2-38
　刊　1 冊　美濃　和

刪定紀効新書秘解　前編上巻之 1　　　　	 W399.2-39
　朝川同斎（麎）
　写　1 冊　半紙　和
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400　自然科学

　　　　　　410　数学

宥氏幾何模範　巻 1 〜 4　　　　　　　	 W414-3
　写　2 冊　半紙半　和

三角法　　　　　　　　　　　　　　　　	 W416-1
　写　1 冊　半紙半　和

　　　　　　419　和漢算法

矩合適等伝　　　　　　　　　　　　　	 W419-131
　写　1 冊　半紙　和

算盤見安　長谷川先生　　　　　　　	 W419-128
　写　1 冊　半紙半　和

算用開平立書　　　　　　　　　　　　	 W419-130
　天保 15（1844）写　1 冊　横小　和

大万宝塵劫記　上　　　　　　　　　	 W419-129
　刊　1 冊　半紙半　和

改算智恵車大全　　　　　　　　　　　　	 W419-126
　京都　菊屋七郎兵衛　寛政 4（1792）1 冊　半紙　和

両式演段術　上　　　　　　　　　　	 W419-127
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　486　昆虫類

みのむし考・松虫鈴虫考　〔屋代〕弘賢　	 W486-1
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　490　医学

傷寒論　（漢）張仲兄（機）著　　　　	 W490.9-12 イ
　（晋）王叔和編
　江戸　須原茂兵衛　享和元（1801）1 冊　美濃半　和

　　　　◇

志都能石屋講本　一名医道大意　上下　	 W490.9-5 ロ
　平田篤胤
　刊　2 冊　半紙　和

小児養生伝（養生嚢）下　　　　　	 W490.9-105
　刊　1 冊　半紙　和

中条流　　　　　　　　　　　　　　	 W490.9-104
　写　1 冊　美濃半　和

秘伝大人小児衛生諭　坤ノ巻　本井子承	 W490.9-66
　刊　1 冊　美濃　和

婦人寿草　巻中 3,4　香月啓益編　　	 W490.9-103
　刊　2 冊　美濃　和

漫遊雑記　附嚢語　独嘯庵（永富鳳）	 W490.9-102
　大阪　柳原喜兵衛　文化 6（1809）2 冊　美濃　和

　　　　◇

種痘亀鑑　久我克明　　　　　　　　　	 W493-5
　東京　島村屋利助　明治 4（1871）1 冊　半紙　和

　　　　◇

養生訓　　　　　　　　　　　　　　	 W498.3-14

　写　1 冊　半紙　和

養生法　松本良順著　山内豊城補　	 W498.3-2 イ
　江戸　英蘭堂　元治元（1864）1 冊　半紙　和

　　　　◇

丸散秘法集　　　　　　　　　　　	 W499-10
　写　1 冊　半紙　和
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500　工学　工業

　　　　　　500　工学　工業

万金産業袋　6 巻　三宅也来編　　　　　	 W500-1
　大阪　岡田群玉堂　安政 6（1823）3 冊　半紙　和

　　　　　　512　測量学

規矩元抄　乾　　　　　　　　　　　　	 W512-4
　写　1 冊　美濃　和

規矩元法町見術書　坤　　　　　　　　	 W512-2
　写　1 冊　半紙　和

規矩元法町見弁疑　5 巻　島田道桓　　　	 W512-1
　刊　8 冊　半紙　和

実用測量術　　　　　　　　　　　　　	 W512-3
　明治 42（1909）（謄写）1 冊　半紙　和

町見術阿弧丹度用法略図説　渡辺以親　	 W512-7
　写　1 冊　半紙　和

量地指南　巻 1 〜 3　村井昌弘編　　　　	 W512-5
　享保 17（1732）1 冊　美濃　和

図解量地指南　巻 2　村井昌弘編　　　	 W512-6
　刊　1 冊　美濃　和

　　　　　　517　河川工学

川除目論見帳（賀茂郡加納村下書）　　	 W517-2
　明和元（1764）写　1 冊　半紙　和

奥津川通定式川除御普請出来形帳（駿州庵原郡中宿町）
　寛政 9（1797）写　1 冊　半紙　和	 W517-6

奥津川通内郷当午春定式川除御普請出来形帳（駿州庵原郡
中宿町）　	 W517-7
　弘化 3（1846）写　1 冊　半紙　和

〔奥津川通〕当子春内郷御定式川除御普請出来形帳（駿州
庵原郡中宿町）	 W517-8
　文久 4（1864）写　1 冊　半紙　和

川除急破御普請仕様帳　（駿河庵原郡中宿町）	 W517-4
　写　1 冊　半紙　和

享和二年秋野田埋樋御普請御仕法并御人足御入料右懸り御
役人水下諸割分御勘定万御用留写（陸前志田郡）W517-3
　享和 3（1803）写　1 冊　半紙　和 

水利論　　　　　　　　　　　　　　　	 W517-5
　写　1 冊　12.5 × 17.8（横）　和

図解水理真宝　上巻　市川義方　　　　　　	 W517-1
　東京　博文館　明治 28（1895）1 冊　半紙　和

　　　　　525　建築設計　建築施工法

〔大工雛形〕　1 宮雛形　2 武家雛形　8 棚雛形　3 下数寄
屋雛形　4 小坪規矩　　	 W525-2
　江戸　須原屋治右衛門　刊　5 肘　半紙　和

〔大工雛形〕　2 武家雛形　3 下数寄屋雛形　4 小坪規矩
　江戸　須原屋刊　3 冊　半紙　和	 　W525-2 イ

〔大匠雛形〕　3　　　　　　　　　　　　　	 W525-3
　刊　1 冊　美濃　和

大工雛形秘伝書図解　乾　文照軒一志　　　　	 W525-4
　享保 12（1727）1 冊　半紙　和

大工雛形秘伝書図解　乾　文照軒一志　　　　	 W525-5
　安永 7（1778）写　1 冊　半紙　和

新撰大工雛形　巻 1,5　木暮甚七（定賢）　	 W515-6
　江戸　須原屋茂兵衛　宝暦 9（1759）2 冊　半紙　和

極秘六角雛形　赤井幸七（恒嘉）　　　　	 W525-7
　江戸　須原屋茂兵衛　寛政 7（1795）1 帖　美濃　和

当世初心雛形　2 巻　落合範国　　　　　　　	 W525-8
　江戸　須原屋茂兵衛　嘉永7（1854）2冊　美濃半　和

ひとりけいこ規
す
矩
み
準
か
縄
ね
雛形　中巻〔小林昌長〕　	 W525-9

　刊　1 冊　美濃　和

新撰早引匠家雛形二篇　2 巻　木村常将　　　	 W525-10
　東京　千鐘房・一貫堂　明治9（1876）2冊　半紙　和

規矩階梯　3 巻（中巻欠）江崎規矩　　	 W525-18
　高田（新潟県）室直三郎　明治15（1882）2冊
　半紙半　和

匠家土蔵戸前雛形　猿田長司　　　　　　　	 W525-11
　東京　須原屋荘太郎　明治15（1882）15.2×22.5　1舗
　折本

大匠新雛形　2 巻　安藤嘉助　　　　　	 W525-12
　大阪　柳原喜兵衛　明治 16（1883）2 冊　半紙　和

明治新選番匠秘事雛形　下　村井静馬編　	 W525-13
　東京　瀬山佐古　明治 20（1887）1 冊　半紙半　和
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西洋技術新撰大工雛形　秋田弥立衛門　　　	 W525-14
　東京　東崖堂　明治 22（1889）1 冊　美濃　和

新撰大匠雛形大全　1,2,6　　　　　　	 W525-15
　石井卯三郎　泉幸次郎合著
　大阪　精華堂　明治 30（1897）8 冊　半紙　和

西洋建築雛形　2 巻　泉幸次郎　　　　	 W525-16
　大阪　又間精華堂　明治 34（1901）2 冊　美濃半　和

家屋建築坪曲速成図解　中下　友安藤七　　	 W525-17
　大阪　田中宋栄堂　大正13（1924）15版　2冊
　美濃半　和

　　　　　　526　各種の建築

〔塔雛形〕下　　　　　　　　　　　　　	 W526-1
　刊　1 冊　美濃　和

禁裏御殿御造営記百敷記　（寛政元年 ,2 年）	 W526-2
　写　1 冊　美濃　和

東海道線二宮停車場新設計図面　附鎌倉停車場平面図
　写　6 枚　一枚もの	 　W526-3
　
　　　　　　529　建築意匠　装飾

〔匠宗〕絵様集　広丹〔晨父〕　　　　　　	 W529-3
　刊　1 冊　美濃　和

雑工雛形　2 巻　落合範国　　　　　　　	 W529-1
　嘉永 3（1850）1 冊（合本）半紙半　和

ほり物ゑほん　2 巻　　　　　　　　　　　	 W529-2

　江戸　須原屋茂兵衛　刊　2 冊　美濃　和

彫物小道具大工雛形　　　　　　　　	 W529-4
　刊　1 冊　半紙　和

彫物小道具大工雛形　　　　　　　　	 W529-4 イ
　刊　1 冊　半紙　和

当世絵様集　巻下　上杉半八編　　　　	 W529-5
　簀子町（福岡県）林斧介　明治15（1882）1冊　半紙　和

　　　　　　553　艤装

伝習舶具之書　　　　　　　　　　　　　　	 W553-1
　写　1 冊　13.8 × 20.3（横）和

　　　　　　559　兵器　軍事工学

奥儀安盛流　巻 11 〜 15　　　　　　　　　	 W559-13
　写　1 冊　美濃　和

安盛流火業砲術　　　　　　　　　　　	 W559-25
　写　1 冊　半紙　和

〔井上外記流鉄炮預御指南誓詞〕　　　	 W559-19
　宝暦 5（1755）写　1 枚　一枚もの

井上外記流炮術　　　　　　　　　　　	 W559-28
　写　1 冊　横小　和

御秘事大筒備打并大筒火術遠近町着覚　	 W559-21
　（文化 7 年）井上左太夫
　写　1 冊　横長　和

海上砲術全書　28 巻（内巻 12,13 欠）　葛爾甸	 W559-9

　大野文庫蔵版　安政元（1854）14 冊　美濃　和

火業極秘明細記大成集共抜書　　　　　	 W559-23
　嘉永 2（1849）写　1 冊　横小　和

規賀射擲表　　　　　　　　　　　　　	 W559-12
　慶応元（1865）1 冊　美濃半　和

圭垜ヲ以失倉割之事　　　　　　　　　	 W559-26
　写　1 冊　横小　和

鈐林必携　上田亮章編　　　　　　　	 W559-1 イ
　江戸　山崎屋清七　嘉永 6（1853）10.2 × 19.3　和

算法捷径之法（外記流秘奥印可）　　	 W559-16
　写　1 軸　巻子

射擲試効表　掬花園主人　　　　　　　	 W559-14
　安政 3（1856）1 冊　美濃半　和

拾文目玉筒之図　　　　　　　　　　　	 W559-35
　写　1 通

小銃射論　　　　　　　　　　　　　　	 W559-15
　写　1 冊　半紙半　和

銃術問答（潜龍老人より一橋殿宛）　	 W559-10
　〔徳川斉昭〕
　写　1 冊　半紙　和

玉町之巻　井上左太夫　　　　　　　　	 W559-22
　文化 8（1811）写　1 通

鋳筒法之事　　　　　　　　　　　　　	 W559-37
　写　1 通
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調積集弁書　　　　　　　　　　　　　	 W559-24
　写　1 冊　半紙　和

筒の図説　　　　　　　　　　　　　　	 W559-8
　写　1 枚　一枚もの

筒の図説　　　　　　　　　　　　　　	 W559-18
　慶長 17（1612）写　1 軸　巻子

筒薬之大事・口薬之大事　　　　　　　	 W559-27
　写　1 冊　横小　和

〔鉄砲図面〕　　　　　　　　　　　　	 W559-17
　写　6 枚　一枚もの

鉄砲出合割之事　　　　　　　　　　　	 W559-39
　写　1 冊　横小　和

鉄砲出合割之事　　　　　　　　　　　	 W559-11
　写　1 冊　美濃　和

鉄砲定法寸尺書　　　　　　　　　　　	 W559-36
　写　1 通

鉄砲目録　　　　　　　　　　　　　　　　	 W559-5
　写　1 冊　美濃半　和
　註：井上外記─久米郷左衛門尉─丸山立丞─押田半右衛

門─押田市之丞

鉄炮矢倉掛引秘書　　　　　　　　　　	 W559-33
　写　1 冊　半紙半　和

正伝記評鉄炮由来書　　　　　　　　　	 W559-6
　写　1 冊　美濃半　和

南蛮目良流砲術誓約　　　　　　　　　	 W559-38
　写　1 枚　一枚もの

火矢薬法　　　　　　　　　　　　　　　	 W559-31
　写　1 冊　美濃　和

武衛流玉町櫓薬込之巻　　　　　　　　	 W559-32
　写　1 冊　美濃半　和

〔砲術口伝書〕　　　　　　　　　　　	 W559-30
　写　1 通

砲術訓蒙　巻 1 〜 3	 W559-7
　ハン・オオフルスタラアテン　　　　	
　嘉永 7（1854）序刊　2冊　美濃半　和

砲術訓蒙　巻 3　　　　　　　　　　　　	 W559-7
　刊　1 冊　美濃半　和

炮術秘事記　　　　　　　　　　　　　	 W559-20
　文化 7（1810）写　1 冊　美濃半　和

聞学私記　　　　　　　　　　　　　　	 W559-34
　写　1 冊　横小　和

量銃記　　　　　　　　　　　　　　　	 W559-29
　写　1 冊　横小　和

　　　　　559.9　軍事土木（築城）

鶴城之図　山川喜内　　　　　　　　	 W559.9-12
　明和 4（1767）写　1 枚　一枚もの

修行百城図　　　　　　　　　　　　	 W559.9-13

　写　4 冊　美濃　和

主図合結　　　　　　　　　　　　　	 W559.9-11
　写　4 冊　美濃　和

築城典刑　吉母波百児著　大鳥圭介訳	 W559.9-15
　陸軍所　元治元（1864）5 冊　美濃半　和

城築普請並人数積　樋口大助積　　　	 W559.9-16
　写　1 冊　半紙半　和

城築問答　　　　　　　　　　　　　	 W559.9-18
　写　1 冊　半紙半　和

百取　　　　　　　　　　　　　　　	 W559.9-14
　写　1 冊　半紙　和

山本勘助城築相伝目録　　　　　　　	 W559.9-17
　慶応 2（1866）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　569　鉱業経済　経営

金銀御側書之写（天正 16 年）　　　　　	 W569-1
　写　1 冊　半紙　和

金銅鉛山御山例御定書写（天正 16 年）　	 W569-2
　文政 3（1820）写　1 冊　半紙　和

御山法書　　　　　　　　　　　　　　	 W569-3
　文化 6（1809）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　575　燃料　発火物（火薬　花火）

火薬庫製式　　　　　　　　　　　　　	 W575-3
　写　1 冊　半紙　和
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花火帳　　　　　　　　　　　　　　　	 W575-2
　天保 2（1831）写　1 冊　横小　和

　　　　　　586　繊維工業

おりもの伝授　　　　　　　　　　　　	 W586-1
　写　1 冊　半紙半　和

　　　　　　588　食品工業

酒家十五ケ条秘伝記　　　　　　　　　　	 W588-1
　写　1 冊　半紙　和

京都御菓子之書　　　　　　　　　　　　	 W588-2
　文政 9（1826）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　590　家事（家政学）

男女日用重宝記　2 巻　　　　　　　　　	 W590-2
　刊　1 冊　美濃　和

経済小学家政要旨　3 巻　　　　　　　　　	 W590-3
　（米）ハスクル原著　永峰秀樹訳
　甲府　内藤伝右衛門　明治 12（1879）3 冊　半紙　和

経済小学家政要旨傍訓　巻上　　　　　　　　	 W590-4
　（米）ハスケル著　永峰秀樹訳　小野泉傍訓
　刊　1 冊　美濃　和

大全女用文姫鏡　上の巻　田島任天（象二）編	 W590-5
　刊　1 冊　半紙　和

　　　　◇

裁縫早手引　上原素白　　　　　　　　　	 W593-3
　江戸　万笈堂　享和3（1803）1冊　9.2×19.8（横）和

衣服裁縫独案内　上下　石田幸二郎　　　	 W593-2
　東京　春陽堂　明治 17（1884）2 冊　半紙　和

　　　　◇

式庖丁（四条家秘伝）8,9,10　　　　　	 W596-4
　享保 5（1720）写　3 冊　美濃　和

料理伊呂波庖丁（料理分類伊呂波庖丁）　巻 4	 W596-6
　刊　1 冊　半紙半　和

料理献立集　下　　　　　　　　　　　　	 W596-5
　京都　永田長兵衛　貞享 3（1686）1 冊　半紙半　和

料理献立早仕組　風羅山人　　　　　　	 W596-8
　江戸　和泉屋市兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

料理通　初編　3 編　4 編（絵入）　八百善主人	 W596-7
　文政 5, 天保 6（1822,85）3 冊　半紙半　和

料作通　初編　3 編　4 編（絵入）八百善主人	W596-7 イ
　江戸　和泉屋市兵衛・長岡（新潟県）目黒十郎　文政5,

明治21（1822,88）2冊　半紙半　和

江戸流行料理通　初編　2 編　八百善　　	 W596-11
　刊　1 冊　美濃半　和

料理早指南　大全（初編〜 4 編）醍醐散人	 W596-9
　江戸　和泉屋市兵衛　文政8（1825）1冊　半紙半　和

料理早指南　上（初編 , 後編）　醍醐山人	 W596-10
　刊（後摺）1 冊　美濃半　和

　　　　◇

ははのつとめ　三島通良編　　　　　	 W598-2 イ
　東京　博文館　明治 29（1896）1 冊　半紙　和

ははのつとめ　三島通良編　　　　　	 W598-2 ロ
　東京　博文館　明治 29（1896）1 冊　半紙　和

　　　　◇

子育巾着　天野松斎（由順）　　　　　　	 W599-4
　刊　1 冊　美濃　和

博覧会見聞録別記子育の巻　近藤真琴　　　　	 W599-2
　刊　1 冊　半紙　和

母の遊戯及育児歌　上下　　　　　　　　	 W599-3
　（独）フレーベル著　アンニー・エル・ハウ訳
　神戸　頌栄幼稚園　明治40（1907）再版（初版明治

30）2冊　美濃　和
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600　産業

　　　　　　600　産業

日本山海名産図会　巻 2,3,5　〔蔀関月〕（徳基）	 W602-1
　大阪　塩屋卯兵衛　寛政 11（1799）3 冊　美濃　和

度量衡種類表　　　　　　　　　　　　　	 W609-3
　刊　1 冊　半紙　和

　　　　　　610　農業

農業全書　10 巻附 1 巻　　　　　　　　　	 W610-1
　宮崎安貞編　貝原楽軒（義質）補
　京都　茨城多左衛門　享保 6（1721）11 冊　半紙　和

農業全書　巻 1 〜 5,8　　　　　　　　	 W610-2 ロ
　宮崎安貞編　貝原楽軒（義質）補
　京都　瑞錦堂　天明刊　6 冊　半紙　和

農家益　人之巻（絵入）〔大蔵永常〕	 W610-13
　大阪　中川五兵衛　享保 2（1717）1 冊　半紙　和

農稼業事　後編巻 1　大蔵永常編　　　　	 W610-6
　文政 13（1830）序刊　1 冊　半紙　和

農暇必読　初編巻 2　　　　　　　　　　	 W610-7
　山崎美成編　町田正房補
　刊　1 冊　半紙　和

西洋農家訓　下　神田豊訳　　　　　　	 W610-8
　東京　椀屋喜兵衛　明治刊　1 冊　半紙　和

斯氏農書　7 巻　賢理・斯的墳著　岡田好樹訳	 W610-9
　東京　山中市兵衛（勧業寮蔵版）明治 8（1875）7 冊

　美濃　和

農業集誌　4 号　　　　　　　　　　　　	 W610-10
　明治 14（1881）写　1 冊　半紙　和

農学撮要　　　　　　　　　　　　　　	 W610-11
　明治 19（1886）写　6 冊　美濃　和
　　　　◇

釈草小記　（清）程瑤田　　　　　　　　	 W610-12
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　　611　農業経済

勧農或問　2 巻〔藤田一正〕　　　　　	 W611-2
　安政 5（1858）写　2 冊　半紙　和

　　　　◇

地方落穂抄　巻 1 〜 13　　　　　　　　	 W611.2-6
　慶応 2（1866）写（川越次泰）7 冊　半紙　和

地方根元記　第 2　　　　　　　　　	 W611.2-13
　写　1 冊　美濃　和

農政本論　初編　中編　後編各 3 巻　　	 W611.2-7
　佐藤椿園（信淵）
　明治 4（1871）序刊　8 冊　半紙　和

地方発記　　　　　　　　　　　　　　	 W611.2-8
　写　1 冊　半紙　和

検地法成方集極密書（秋田藩）　　　	 W611.2-9
　明治 6（1873）写　1 冊　半紙　和

覚（川欠ニ成永捨）（川辺郡松淵村）　	 W611.2-11
　享保 12（1727）写　1 枚　一枚もの

川辺郡松淵村出高調一紙　　　　　　	 W611.2-12
　享保 14（1729）写　1 枚　一枚もの

年々指上高并村々諸願扣帳　　　　	 W611.2-16
　（文政 9 〜明治 3（1826 〜 70））古内康恒編
　写　3 冊　半紙　和

覚（秋田郡北比内八ケ村薪山一件）　	 W611.2-18
　（文政 9 年）
　写　1 冊　半紙　和

覚（秋田郡長坂村開発之儀）　　　　	 W611.2-19
　古内主典（誰頼）
　文久元（1861）写　1 冊　半紙　和

能代住居今立信助御指紙下秋田郡長坂村地形割合を以開発
致候願書並願済ニ相成候日記控　古内康恒	 W611.2-17
　文久 2（1862）写　1 冊　半紙　和

知行所糖沢村向黒沢村古文書写　　　	 W611.2-20
　古内康恒編
　文久 2（1862）写　1 冊　半紙　和

古内権六郎様御指紙御答書写　　　　	 W611.2-21
　明治 4（1871）写　1 冊　半紙　和

御公料名寄帳（加納村杉田組古山組）	 W611.2-10
　安永 2（1773）写　2 冊　美濃　和

下加茂村及役入江相掛リ候不法出入訴状扣（豆州加茂郡加
納村外二ケ村）	 W611.2-14
　慶応 3（1867）写　1 冊　半紙　和



和 装 本 目 録 ３

34

下加茂村両組役人江相掛リ候不法出入訴状扣（豆州加茂郡
加納村外二ケ村）　 W611.2-15
　　慶応 3（1867）写　1 冊　半紙　和

〔駿府在名主啓上書扣綴〕　　　　　	 W611.2-22
　（駿州有渡郡聖一色村栗原村名主周助・清四郎）
　写　1 冊　半紙　和

〔駿府在名主へ申書達綴〕　　　　　	 W611.2-23
　（駿州有渡郡聖一色村栗原村名主周助・清四郎）
　写　2 冊　半紙　和

　　　　◇

民間備荒録　巻上下　建部清庵（由正）	 W611.39-6
　江戸　須原屋市兵衛　明和 8（1771）2 冊　美濃　和

〔福島県凶荒救済調書〕（明治 35 年）　	 W611.39-7
　明治 36（1903）謄写及写　1 冊　美濃　和

　　　　◇

米価図鑑　平岩街　　　　　　　　　　	 W611.4-1
　大阪　著者　明治 27（1894）1 帖　折本

　　　　　　613　農業理化学

十字号糞培例　　　　　　　　　　　　	 W613-2
　佐藤元庵述　佐藤信淵筆記　織田完之訂
　明治刊　1 冊　半紙　和

培養秘録　巻 2,3　　　　　　　　　　　	 W613-3
　佐藤玄明窩（季信）口授　佐藤信淵筆記
　刊　1 冊　半紙　和

農理学　1,2　佐々木善次郎　　　　　　	 W613-4
　写　2 冊　半紙　和

　　　　　　614　農業工学

秋田綴子村前谷地の開拓地記（天和 3 年）	 W614-1
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　615　作物栽培　病虫害

草木育種　2 巻　岩崎常正編　　　　　　	 W615-2
　江戸　千鐘房・玉山堂　文化15（1818）2冊　美濃　和

草木育種　後編 2 巻　阿部櫟斎（喜任）　	 W615-3
　江戸　千鐘房・玉山堂・万笈堂　文化 15（1818）2 冊
　美濃　和

艸木六部耕種法　巻 9,10　佐藤信淵述　	 W615-4
　明治 28（1895）写　1 冊　10.5 × 15.0　和

草木実生仕立方聞書　　　　　　　　　	 W615-5
　写　1 冊　半紙　和

農作物要略　佐々木善次郎口述　　　　	 W615-6
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　617　工芸作物

煙草栽培法大意　桜井経行編　　　　　	 W617-1
　明治 31（1898）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　618　繊維作物

亜麻栽培及果樹蛇麻草の害虫防除法　　	 W618-1

　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　619　農産製造

貯蔵法　　　　　　　　　　　　　　　	 W619-1
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　620　園芸

百川学海抄書　　　　　　　　　　　　　	 W620-1
　写　1 冊　半紙　和
　内容：芸菊（明・黄省会）蘭譜（明・高濂）種樹書（唐・
　郭槖駝）

増穂地錦抄　〔伊藤〕伊兵衛　　　　　　	 W620-2
　写　1 冊　美濃半　和

　　　　◇

菓木栽培法　巻 1 〜 4,7　藤井徹　　　	 W625-1 ロ
　東京　静理園　明治 9（1876）5 冊　半紙　和

菓木栽培法　巻 2,3,4　藤井徹　　　　	 W625-1 ハ
　東京　静理園　明治 9（1876）3 冊　半紙　和

加氏葡萄栽培書　5 巻　　　　　　　　　　	 W625-2
　（仏）イ・エ・カリエール原著　大久保学而訳
　東京　穴山篤太郎（勧農局蔵版）明治 12（1879）5 冊
　半紙　和

舶来菜菓樹摘録　　　　　　　　　　　　	 W625-3
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇
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馬鈴署耕作并製法一式　古川幸定　　　	 W626-1
　明治 3（1870）1 冊　半紙　和

　　　　◇

万年青図譜　2 巻　篠常五郎編　　　　　	 W627-1
　東京　博聞本社　明治 18（1885）2 冊　半紙　和

菊志経　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W627-2
　写　1 冊　半紙　和

菊花壇養種　玉英社主人　　　　　　　　	 W627-3
　明治 12（1879）写　1 冊　半紙　和

菊花銘鑑録（鹿角郡花輪町）秋香会　　	 W627-4
　明治 42（1909）写　1 冊　四六　和

　　　　◇

築山山水石組園生八重垣伝　乾　　　　　　　	 W629-3
　秋里籬島（舜福）
　文政 10（1827）序刊　1 冊　半紙　和

我家の庭に（庭造真行草略図）（二六新聞ヨリ抜取調書）
　松本文太郎案　	 W629-4
　明治 45（1912）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　630　蚕糸業

養蚕秘録　3 巻（絵入）　　　　　　　　	 W630-2
　上垣守国著　西村中和　速水春暁斎画
　京都　須原屋平左衛門　享保3（1718）3冊　美濃　和

養蚕秘録　中巻（絵入）　　　　　　	 W630-2 イ
　刊　1 冊　美濃　和

養蚕家伝集　　　　　　　　　　　　　　	 W630-3
　聖嶽山徳宝院板　文政 11（1828）1 冊　半紙　和

養蚕新諭　田島邦寧　　　　　　　　　　	 W630-4
　写　1 冊　半紙　和

農商務技手松永伍作蚕業講話筆記　　　　　　	 W630-1
　宮崎県内務部第二課編
　宮崎県宮崎郡宮崎町　編者　明治25（1892）1冊
　半紙　和

蚕桑一班　宮岡璋　　　　　　　　　	 W630-5
　明治 29（1896）写　1 冊　半紙　和

養蚕法　全論　　　　　　　　　　　　　	 W630-6
　明治 38（1905）写　1 冊　半紙　和

　　　◇

新案養蚕日誌　宮下智三郎　　　　　　	 W635-1
　信州上田町常盤城　大信堂　明治34（1901）1冊　半紙

　　　　　　640　畜産業

〔恊救社〕市在触達廻文　浜松恊救社調所	 W641-1
　明治 5（1872）写　1 冊　半紙　和

　　　◇

牛科重宝記　　　　　　　　　　　　　　	 W645-8
　京都　丁字屋九郎衛門　宝暦6（1756）1冊　11.0×

16.0　（横）和

相馬要方　朝倉勘解由（元能）　　　　	 W645-11

　写　1 冊　美濃　和

〔馬療方〕　　　　　　　　　　　　　　	 W645-9
　写　1 冊　美濃半　和

馬学疾病論稿并同附録　　　　　　　　	 W645-10
　岸本雄二　加藤雄千代共編
　東京　斎藤豁　明治 10（1897）2 冊　美濃半　和

　　　　◇

馬蹄治方全書　下（病蹄療方）　　　　	 W649-2
　写　1 冊　半紙　和

療馬要方　　　　　　　　　　　　　　	 W649-3
　文化 9（1812）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　650　林業

種樹図法　奥秘下　佐藤玄伯（信淵）　　	 W653-1
　東京　牧野吉兵衛　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

　　　　　　660　水産業

北水協会報告　　　　　　　　　　	 W660-1
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

漁村維持法　上　佐藤信季　　　　　　	 W661-1
　織田氏蔵版　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

　　　　　　670　商業

朝鮮新報　第 4 〜 10 号　商法会議所編　　	 W670-1
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　釜山　明治 15（1882）1 冊　半紙　和

　　　　◇

米穀売買出世車　2 巻図式 1 巻　　　　　　　	 W676-1
　宝暦 8（1758）1 冊　半紙　和

増補諸色相庭高下伝　玉江漁隠編　　　　　　	 W676-2
　大阪　河内屋源七郎　寛政13（1801）序刊　1冊
　半紙半　和

増補諸色相庭高下伝　玉江漁隠編　　　　　	 W676-2 イ
　大阪　青木恒三郎　享和元刊（明治後摺）1冊　半紙半　和

米商必携　吉田五十穂編　　　　　　　	 W676-3
　東京　小林新兵衛　明治 12（1879）1 冊　美濃半　和

米穀相場会社創立準則　　　　　　　　	 W676-4
　〔明治 8〕（1875）1 冊　半紙　和

　　　　◇

呈詞翻案　　　　　　　　　　　　　　	 W678-1
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　630　交通

東海道白須賀宿助郷四拾ケ村之内御領分川尻村外弐ケ村惣
代願書　	 W682-1
　　天保 8（1837）1 冊　半紙　和

〔府中宿助郷村々願書〕　　　　　　　　	 W682-2
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

蒸気郵船規則その他（明治 2・3 年）　　　	 W683-2
　写　1 冊　半紙　和

海上衝突予防規則　　　　　　　　　　　	 W683-1
　明治 7（1874）1 冊　半紙　和

700　芸術

　　　　　　700　芸術

古今和漢万宝全書　1 〜 6,8,10 〜 13　　　　　	W708-2
　菊本幸甫斎（賀保）等
　元禄 6,7（1693,94）跋　11 冊　半紙半　和
　内容：第1,2,8（本朝画印伝　上,中,下）第4（唐絵画

印伝）第5（和漢墨跡印尽　本朝古今名公古筆諸流　古
来流行御手鑑目録）第6（和漢名物茶入肩衡　上）第8
（和漢諸道具見知紗）第10〜12（古今銘尽合類大全　
上,中,下）第13（彫物目利彩金鈔）

　　　　　　710　彫刻（彫塑）

彫工雛形　二柳先生　　　　　　　　　	 W710-1
　江戸　須原屋茂兵衛　文政 10（1827）1 冊　半紙　和

　　　　　　720　絵画

唐筆墨蹟宝鑑　　　　　　　　　　　　	 W720-18
　寛文 11（1671）写　1 帖　折本

和漢書画桾印補正　巻 1　　　　　　　	 W720-10
　寛政 11（1799）序　1 冊　横小　和

当世東郡儒書画家名簿（文化年中）　	 W720-21
　写　1 冊　半紙　和

増補和漢書画一覧　　　　　　　　　　　	 W720-19
　関　紅屋伊兵衛　文政 3（1820）1 冊　小　和

新撰和漢書画一覧（増補書画一覧）　　　　	 W720-12
　江戸　須原茂兵衛　天保 6（1835）1 冊　横小　和
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新増和漢書画一覧（倭漢書画集覧）　　	 W720-13
　天保 10（1839）1 冊　横小　和

近世名家書画談　下巻　安西於菟編　　	 W720-11
　江戸　和泉屋金右衛門　天保元（1830）1冊　半紙　和

大成和漢書画集覧　広覚道人編　　　　	 W720-14
　江戸　丁子屋平兵衛　弘化元（1844）1 冊　横小　和

万宝書画全書（名家全書）序目 ,1,2,6　	 W720-15
　川喜多真一郎編
　大阪　岡島真七　嘉永 7（1854）4 冊　横小　和

書画名家　　　　　　　　　　　　　　	 W720-20
　写　1 冊　半紙半　和

日本書画人名辞書　上巻（書家門）	 W720-6 イ
　青盖居士編
　明治 32（1899）305 頁　美濃半　和

松鶴遐齢集　2 巻　谷謹一郎編　　　　	 W720-16
　東京　編者　明治 41（1908）2 冊　半紙　和

古今日本書画名家辞典　4,6,9, 増補　　　	 W720-17
　松雲堂編輯所編
　大阪　石塚猪男蔵　大正7（1918）再版　4冊　半紙半　和

　　　　◇

本朝画印伝　3 谷（中巻欠）　菊本賀保　	 W721-13
　元禄 6（1693）2 冊　半紙半　和
　巻頭：本朝画工印伝

〔小倉百人一首〕　西川自得叟（祐信）画　	 W721-14
　江戸　梅村弥市郎　寛延 2（1749）1 冊　半紙　和

狩野系図中興　　　　　　　　　　　　	 W721-22
　安永 4（1775）写　1 冊　半紙　和

唐詩選画本　5 巻　橘石峰（貫）書画　　	 W721-18
　江戸　嵩山房　文化 2（1805）5 冊　半紙　和

唐詩選画本　5 巻　橘石峰（貫）書画　	 W721-18 イ
　江戸　嵩山房　文化 2（1805）5 冊　半紙　和

唐詩選画本　巻 3,4　橘石峰（貫）書画	 W721-18 ロ
　刊　2 冊　半紙　和

唐詩選画本〔2 編〕5 巻　〔鈴木〕芙蓉山人画	 W721-19
　江戸　嵩山房　文化 11（1814）5 冊　半紙　和

唐詩選画本〔2 編〕巻 4　〔鈴木〕芙蓉画	 W721-19 イ
　刊　1 冊　半紙　和

唐詩選画本　3 編巻 1,2,5　高田円乗編	 W721-20
　江戸　嵩山房　寛政 3（1791）3 冊　半紙　和

唐詩選画本　3 編巻 5　高田円乗編　　	 W721-20 イ
　江戸　嵩山房　寛政 3（1791）1 冊　半紙　和

唐詩選画本　続編 5 巻　　　　　　　　	 W721-21
　紅翠斎（北尾重政）画
　江戸　嵩山房　寛政 5（1793）5 冊　半紙　和

唐詩選画本　続編巻 1,3,5　　　　　	 W721-21 イ
　紅翠斎（北尾重政）画
　江戸　嵩山房　寛政 5（1793）3 冊　半紙　和

唐詩選画本　続編巻 1　　　　　　　	 W721-21 ロ
　紅翠斎（北尾重政）画

　江戸　嵩山房　寛政 5（1793）1 冊　半紙　和

桾印補遺　　　　　　　　　　　　　	 W721-24
　刊　1 冊　横小　和

名数画譜　〔大原東野（民声）〕編　　　　	 W721-15
　刊　1 冊　半紙　和

素絢山水画譜　下巻　山口素絢画　　　	 W721-17
　京都　上阪勘兵衛　文化 15（1818）1 冊　半紙　和

花鳥　　　　　　　　　　　　　　　　	 W721-23
　写　1 冊　半紙　和

古今画林　第 1　　　　　　　　　　　	 W721-16
　東京　金港堂　明治 24（1891）1 冊　美濃　和

浮世絵展覧会目録　　　　　　　　　　	 W721-25
　エルネスト・エフ・フェノロサ述
　東京　逢枢閣　明治 31（1898）1 冊　四六　和

　　　　　　722　中国画　東洋画

図絵宗彝　巻 1　（明）楊爾曽編　　　　　	 W722-4
　日本刊　1 冊　美濃　和

　　　　　　724　材料と技法

絵本宝鑑　巻 1,5　橘宗重著　長谷川等雲画 W724-18
　貞享 5（1688）序刊　2 冊　半紙　和

画筌　巻 1,2　林魯軒（守篤）編　　　　　	 W724-3
　大阪　保寿堂・養心堂　正徳2（1711）序刊　2冊
　美濃　和
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絵本通宝志　巻 1,5 上 ,8　〔橘守国〕（有税）	 W724-19
　刊　3 冊　半紙　和

絵本直指宝　巻 2,3　〔橘守国〕（有税）	 W724-21
　刊　2 冊　半紙　和

画本野山草　巻 5　橘後素軒（保国）画　　	 W724-5
　大坂　渋川清右衛門　宝暦 5（1755）1 冊　半紙　和

竹譜（蘭斎画譜）　森蘭斎（文祥）　　　	 W724-16
　写　1 冊　半紙　和

竹譜（蘭斎画譜）森文祥　　　　　　	 W724-22
　写　1 冊　半紙　和

絵本和比事　巻 4 〜 9, 附録　西川祐信　	 W724-20
　京都　生島小兵衛　享和4（1804）刊　7冊　半紙　和

絵本調法記　巻 1,3 〜 5　　　　　　　　	 W724-6
　大阪　河内屋喜兵衛　文化6（1809）刊　4冊　美濃　和

漢画捷径　大倉笠山（穀）画　　　　　　　	 W724-7
　京都　近江屋佐太郎　刊　1 冊　美濃　和

画本彩色通　初編　　　　　　　　　　	 W724-8
　画狂老人卍（葛飾北斎（為一）
　江戸　山口屋藤兵衛　弘化5（1848）1冊　半紙半　和

細画式　　　　　　　　　　　　　　　　	 W724-9
　刊　1 冊　半紙半　和

画本　　　　　　　　　　　　　　　　	 W724-10
　刊　1 冊　半紙半　和

上竹譜書　　　　　　　　　　　　　　	 W724-17

　写　1 冊　美濃　和

潜龍堂画譜　草花虫之部　滝沢清画　　	 W724-11
　東京　求古堂　明治 14（1881）1 冊　半紙　和

百工美術画譜　初編　小神野孫叟筆　　　	 W724-12
　東京　大川錠吉　明治 16（1883）1 冊　半紙半　和

百工美術画譜　初編　小神野孫叟筆　　	 W724-12 イ
　東京　大川錠吉　明治 16（1883）1 冊　半紙半　和

画法詳論　上下巻（中巻欠）　石川鴻斎（英）	 W724-13
　東京　博文館　明治26（1893）再版（初版明治19）
　2冊　半紙　和

習画百題　第 5　川端玉章筆　　　　　	 W724-14
　東京　吉川半七　明治 31（1898）1 帖　折本

日水画指南　２〔奥村石蘭〕内　　　　	 W724-15
　刊　1 帖　12.0 × 17.6　折本

　　　　◇

〔画墨竹法〕　　　　　　　　　　　　　	 W724-4
　京都　林伊兵衛　天明 3（1783）（宝暦 12 翻刻）1 冊
　美濃　和

　　　　　　728　書道

高野大師真蹟書訣　附執筆使筆法　釈文・執筆法附録
　屋代弘賢註	 W728-76
　寛政 2（1790）序刊　1 冊　美濃　和

本朝名公墨宝　巻中　　　　　　　　　	 W728-122
　刊　1 冊　美濃　和

本朝名公墨宝　巻下　　　　　　　　	 W728-123
　正保 3（1646）1 冊　半紙　和

本朝手跡貫道筆集　上下　　　　　　　	 W728-124
　刊　2 冊　美濃　和

千字支（四体）　　　　　　　　　　	 W728-125
　寛文 9（1669）1 冊　美濃　和

大橋流書簡文　大橋重政書　　　　　　	 W728-77
　延享元（1744）1 冊　美濃　和

草書淵海　4 巻　井出臥渓　　　　　　　	 W728-74
　延宝 3（1675）序刊　2 冊　美濃　和

草書淵海　4 巻〔井出臥渓〕　　　　	 W728-74 イ
　延宝 8（1675）序刊　2 冊　美濃　和

十体千字文絵抄　中村栄成　　　　　	 W728-146
　元禄 5（1692）序刊　1 冊　半紙　和

草露貫珠　巻 11 〜 15　中村立節編　　　	 W728-78
　刊　5 冊　半紙　和

草露貫珠羲之体　　　　　　　　　　　	 W728-147
　写　1 冊　美濃　和

本朝字府秘伝抄　巻 3〔前田図南〕　	 W728-126
　刊　1 冊　美濃　和

千字文（草書）　広沢（細井知慎）書　　	 W728-79
　享保 17（1732）2 冊　17.2 × 26.8　和

千字文（行書）　広沢（細弁知慎）書　　	 W728-80
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　江戸　須原新兵衛　享保 19（1734）2 冊　美濃　和

広沢漁書　細井広沢（知慎）書　　　　　	 W728-150
　享保 20（1735）写（摹写）1 冊　半紙　和

千字文（行書）　〔細井〕広沢（知慎）　	 W728-81
　江戸　須原茂兵衛　明和 9（1772）1 冊　美濃　和

独楽園記　〔細井〕広沢知（知慎）書　　　	 W728-82
　京都　平井千載房　宝暦 3（1753）1 冊　美濃　和

独楽園記　細井広沢（知慎）書　　　　　	 W728-83
　江戸　梅村宗五良　宝暦 3（1753）1 冊　美濃　和

飲中八仙歌　広沢（細井知慎）書　　　　	 W728-84
　江戸　播磨屋勝五郎刊　1 冊　美濃　和

越王帖　広沢（細井知慎）書　　　　　　	 W728-85
　刊　1 冊　美濃　和

長雄消息集　長雄耕雲書　　　　　　	 W728-128
　江戸　奥村喜兵衛　宝暦 7（1757）1 冊　美濃　和

春風帖　船田耕山（雅通）　　　　　　	 W728-38
　江戸　奥村喜兵衛〔宝暦 11〕（1761）1 冊　美濃　和

長雄書札文集　船田耕山（雅過）書　　　	 W728-86
　江戸　前川六左衛門　享和元（1801）1 冊　美濃　和

〔唐詩五言律〕　鳳岡（関思恭）書　　　　	 W728-87
　宝暦 3（1753）1 冊　美濃　和

〔和文章〕　鳳岡（関思恭）書　　　　　　	 W728-88
　宝暦 8（1758）1 冊　半紙　和

行書唐詩選　関思恭書　　　　　　　　	 W728-89
　大坂　河内屋喜兵衛　刊　1 冊　美濃　和

関思恭和文章　関思恭書　　　　　　　	 W728-39
　写　1 帖　15.0 × 28.2　折本

〔書札要文集〕　随古堂素鏡（上田与五郎）書	 W728-90
　江戸　須原屋四郎兵衛　寛延3（1750）1冊　美濃　和

〔書札要文集〕　随古堂素鏡（上田与五郎）書	W728-90 イ
　江戸　須原屋四郎兵衛　寛延3（1750）1冊　美濃　和

〔千字文〕（楷書）源君岳（松下辰）　	 W728-91
　江戸　山城屋茂左衛門　元文5（1740）2冊　美濃　和

〔楽志帖〕　鳥石（松下辰）書　　　　　　	 W728-92
　京都　河南四郎右衛門　延享3（1746）1冊　美濃　和

〔飲中八仙歌〕　烏石（松下辰）書　　　　	 W728-93
　江戸　奥村喜兵衛　延享5（1748）1冊　16.7×27.1　和

書学大概　烏石（松下辰）　　　　　　	 W728-94
　大政　永昌堂　宝暦 8（1758）1 冊　美濃　和

和文章　烏石山人（松下辰）書　　　　　	 W728-95
　江戸　嵩山房　安永 7（1778）1 冊　美濃　和

陶淵明帰去来辞　鳥石（松下辰）書　　　	 W728-96
　江戸　奥村喜兵衛　刊　1 冊　美濃　和

桃源行　鳥石（松下辰）書　　　　　　	 W728-137
　刊　1 冊　美濃　和

〔尾崎消息集〕尾崎敬孝　　　　　　　	 W728-97
　江戸　奥村喜兵衛　明和 4（1767）1 冊　半紙　和

飲中八仙歌〔沢田〕東江（麟）書　　　　	 W728-98
　江戸　須原屋伊八　安永 10（1781）1 冊　美濃　和

東江書話　2 巻　附 1 巻　　　　　　　	 W728-138
　〔沢田東江〕著　橋圭橘編
　写　1 冊　半紙　和

〔法帖〕関其寧書　　　　　　　　　	 W728-151
　写　1 冊　美濃　和

〔関其寧書〕関其寧書　　　　　　　	 W728-139
　寛政 5（1793）写　1 冊　美濃　和

書札法帖　董堂（中井敬義）書　　　　　	 W728-99
　江戸　万笈堂　文化 14（1817）1 冊　美濃　和

百家姓　董堂（中井敬義）書　　　　　　	 W728-43
　江戸　万笈堂　文政 4（1821）1 冊　27.7 × 18.1　和

和文章　董堂（中井敬義）書　　　　　	 W728-100
　江戸　万笈堂刊　1 冊　美濃　和

青葱館記　巻大任書　　　　　　　　	 W718-101
　文政 13（1830）1 帖　8.5 × 21.8　折本

四体世話千字文　下　　　　　　　　　	 W728-67
　巻菱湖（大任）・邨田海石書
　大阪　柳原喜兵衛　明治 7（1874）1 冊　半紙　和

四体世店千字文　　　　　　　　　　　	 W728-105
　菱湖（巻大任）楷書　村田海石三体書
　明治 7（1874）1 冊　半紙　和

三体千字文　巻菱湖（大任）書　　　　　	 W728-68
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　柳川梅治郎　明治 8（1875）1 冊　美濃　和

楷書千字文　巻菱湖（大任）書　　　　	 W728-104
　長岡（新潟県）目黒十郎　明治21（1888）1冊　美濃　和

真草千字文　巻菱湖（大任）筆　　　　　	 W728-69
　東京　松栄堂　明治 27（1894）1 冊　美濃　和

飲中八仙歌　菱湖（巻大任）書　　　　	 W728-102
　東京　椀屋喜兵衛　刊　1 冊　美濃　和

五柳先生伝（真書）　菱湖（巻大任）書	 W728-103
　東京　万笈閣　刊　1 冊　16.5 × 26.6　和

藤田東湖書（詠弘道館梅花）　藤田彪書	 W728-152
　拓 1 枚

墨場必携　6 巻　〔市〕河米弇（三亥）編　	 W728-75
　江戸　須原屋伊八　天保 9（1838）5 冊　美濃半　和

敞帚帖　米弇書（市河三亥）　　　　　	 W728-106
　刊　1 冊　美濃　和

花月問答　佐瀬得所（恒）書　　　　　	 W728-108
　東京　和泉屋市兵衛　明治 5（1872）1 冊　半紙　和

杜甫飲中八仙歌　得所老人（佐瀬恒）書	 W728-109
　明治 9（1876）1 冊　美濃　和

真草千字文　佐瀬得所書　　　　　　	 W728-23 イ
　東京　文盛堂　明治10（1877）1冊　26.5×15.0　和

程正叔四箴　佐瀬得所（恒）書　　　　　	 W728-110
　明治 12（1879）1 帖　8.5 × 27.1　折本

消息往来　佐瀬得所（桓）書　　　　　	 W728-111
　東京　富田彦太郎　明治 14（1881）1 冊　半紙　和

風月往来　佐瀬得所（恒）書　　　　　	 W728-112
　東京　東崖堂・博文堂　明治14（1881）1冊　15.1×

26.2　和

李太白春夜宴挑李園序　〔佐瀬〕得所（恒）書	W728-113
　刊　1 帖　8.3 × 27.2　折本

首書講釈消息往来　福島信三郎編　巻菱潭書	 W728-136
　東京　大川屋書房　明治 16（1883）1 冊　半紙　和

真行草千字文　下　巻菱潭書　　　　　	 W728-70
　東京　東崖堂　明治 22（1889）1 冊　半紙　和

合体千字文　巻菱潭書　　　　　　　	 W728-115
　東京　榊原友吉　明治 27（1894）1 冊　半紙　和

開明消息習字帖　巻菱潭書　　　　　	 W728-71
　東京　文陽堂　明治 37（1904）1 冊　半紙　和

行書出師表　長炗書　　　　　　　　	 W728-116
　甲府　内藤伝右衛門　明治 17（1884）1 冊　美濃　和

一六先生蘭亭帖　巌谷修書　　　　　　	 W728-48
　東京　博文館　明治 26（1893）1 冊　半紙　和

習字帖　巌谷一六（修）書　　　　　　　	 W728-49
　大阪　浜本伊三郎　明治 34（1901）1 冊　半紙　和

鳳文龍彩帖　前田円編　　　　　　　　	 W728-65
　東京　鳳文館　明治 18（1885）1 冊　半紙　和

書学捷径　坤巻（艸行）　黙鳳田円（前田円）	 W728-119

　東京　博文館　明治36（1903）1冊　15.0×25.2　和

鳴鶴仙史楷書千字文　日下部鳴鶴書　　	 W728-60
　明治 17（1884）1 冊　15.7 × 25.6　和

草書千字文　日下鳴鶴（日下部東作）書	 W728-117
　東京　榊原友吉　明治 17（1884）1 冊　美濃　和

行書千字文　日下鳴鶴（日下部東作）書　	 W728-118
　東京　榊原友吉　明治 17（1884）1 冊　美濃　和

かな習字帖　古今和歌集序１号　　　　	 W728-51
　小野鐧之助書
　東京　吉川半七　明治23（1890）1冊　9.1×27.6　和

かな習字帖　古今和歌集序１号　　　　	 W728-52
　小野鐧之助書
　東京　吉川半七　明治33（1900）3版（初版明治23）
　1冊　8,8×26.3　和

かな習字帖　古今和歌集序　小野鐧之助書	 W728-120
　東京　吉川半七　明治33（1900）3版（初版明治23）
　1冊　9.0×26.4　和

斯華帖　草書及国字　６　小野鐧之助書	 W728-53
　東京　吉川半七　明治28（1895）1帖　9.0×24.0　折本

消息からす丸帖　上中　小野鐧之助書	 W728-54
　東京　吉川半七　明治31（1898）2冊　9.0×26.2　和

　　　　◇

〔書法〕　　　　　　　　　　　　　　	 W728-145
　延宝 8（1680）写　1 軸　巻子
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筆道秘極　　　　　　　　　　　　　	 W728-144
　延宝 8（1680）写　1 軸　巻子
　滝野残無→雲山文龍→斎藤長拾郎→沼田三郎右衛門（祐盛）

〔入木道〕伝受本　1 巻　　　　　　　　　	 W728-140
　寛保 3（1743）写　1 冊　美濃半　和

隷書坏模　3 巻　馬場雲山（信）編　　　	 W728-149
　写　1 冊　半紙　和

千字文　服部済書　　　　　　　　　　	 W728-37
　江戸　近江屋藤兵衛　寛延 3（1750）1 冊　美濃　和

雲月楼記　釈魏堂編　　　　　　　　　	 W728-127
　江戸　万屋清兵衛　宝暦2（1752）1冊　17.9×26.9　和

〔書札法帖〕　江戸川猨山（周暁）書　　	 W728-131
　江戸　山崎金兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

上田書礼文集　片山素俊書　　　　　　	 W728-132
　江戸　福岡正林　安永 7（1778）1 冊　半紙　和

長雄都登　長雄東雲書　　　　　　　	 W728-129
　寛政 9（1797）1 冊　美濃　和

蓮池堂守礼　蓮他党文豆書　　　　　　	 W728-40
　江戸　皇運堂　寛政 11（1799）1 冊　美濃　和

雁牒帖　長尾耕節書　　　　　　　　	 W728-130
　天保 4（1833）1 冊　美濃　和

東里先生書　〔沢田〕東里（千之）書　　	 W728-41
　文化 2（1805）　写　1 帖　折本

東里先生書月儀帖　東里（沢田千之）書	 W728-133

　江戸　和泉屋金右衛門　文化4（1807）1冊　美濃　和

松閣堂菊盟書　　　　　　　　　　　	 W728-154
　文政 5（1822）写　1 帖　34.7 × 7.4　折本

筆道指南手引草　3 巻（中・下巻欠）　　	 W728-42
　1 冊　半紙　和

裁牘十詞　2 巻　沢田東洋（哲）書　　　	 W728-44
　天保 11（1840）2 冊　半紙　和

書家砕金　　　　　　　　　　　　　	 W728-148
　安政 5（1858）写　1 冊　半紙　和

扶桑三字史　内田晋斎（嘉一）　　　　	 W728-50
　東京　万薀堂　明治 6（1873）1 冊　半紙　和

楷書千字文　小西正蔭書　　　　　　	 W728-114
　明治 8（1875） 1 冊　半紙　和

四体蘭手帖　湯川梧窓書　　　　　　　	 W728-73
　大阪　青木恒三郎　明治 25（1892）1 冊　美濃　和

行書千字文　久永其潁書　　　　　　　	 W728-63
　明治 25（1892）1 冊　半紙　和

楷書千字文　久永其頴（多三郎）書　　　	 W728-64
　東京　聚栄堂　明治30（1897）1冊　25.9×16.2　和

千字文国文三体帖　岡本可亭書　　　　　	 W728-55
　明治 31（1898）1 冊　半紙　和

草書千字文　香川松石（暭）書　　　　　	 W728-56
　東京　松栄堂　明治 31（1898）1 冊　半紙　和

〔草書千字文〕香川松石（暭）書　　　　	 W728-57
　東京　松栄堂　明治 31（1898）1 冊　半紙　和

三体千字文　邨田海石（寿）書　南谷新七訓点 W728-72
　名古屋　梶田勘助　明治 37（1904）1 冊　半紙　和

三体千字文　海石（村田寿）　　　　　	 W728-107
　明治刊　1 冊　半紙　和

真行草千字文　香川松石書　　　　　　	 W728-58
　東京　宮下松太郎　明治40（1907）2版　1冊　半紙　和

通俗巴陵千字文　佐々木巴陵書　　　	 W728-121
　東京　佐々木巴陵　明治44（1911）1冊　9.5×26.6　和

通俗巴陵千字文　佐々木巴陵書　　	 W728-121 イ
　東京　佐々木巴陵　明治44（1911）1冊　9.5×26.6　和

三体千字文　玉木愛石書　　　　　　　	 W728-61
　大阪　牧野勝太郎　明治 44（1911）1 冊　半紙　和

昭憲皇太后御歌金剛石と十二徳　岡山高蔭書	 W728-135
　東京　富田文陽堂　大正 3（1914）1 冊　半紙　和

文字のくづし方　前田徳次郎　　　　　	 W728-66
　大正 8（1919）17 版（初版大正 8）1 冊　半紙　和

書方手本　閑鶴仙史書　　　　　　　　	 W728-59
　大正川　12.1 × 27.2　和

楷書千字文　辻本史邑書　　　　　　　　	 W728-62
　大阪　駸々堂書店　昭和 7（1931）1 冊　美濃倍　和

　　　　◇
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〔懐紙短冊色紙乃伝〕春岑　　　　　	 W728-143
　写　1 冊　半紙半　和

古文孝経（隷書）　　　　　　　　　	 W728-46
　写　1 帖　美濃　折本

色紙懐紙認伝書　　　　　　　　　	 W728-141
　写　大　半紙　和

〔習字本〕　　　　　　　　　　　　　	 W728-142
　写　1 冊　美濃半　和

書法　　　　　　　　　　　　　　　　	 W728-134
　写　1 冊　半紙　和

〔千字文〕（四体）　　　　　　　　　　	 W728-45
　刊　1 冊　美濃　和

七草一覧集　　　　　　　　　　　　　	 W728-47
　写　1 冊　半紙　和

龍眠翁書　　　　　　　　　　　　　　	 W728-153
　写　1 帖　28.9 × 11.5　折本

　　　　　　728.2　中国書道と法帖　拓本

草書要領　巻第 4　　　　　　　　　	 W728.2-21
　（晋）王羲之書（唐）虞世南等編
　西村伝兵衛　寛文 4（1664）1 冊　美濃　和

艸書要領　巻 1　　　　　　　　　　	 W728.2-35
　（晋）王羲之書（唐）虞世南等編
　写　1 冊　半紙　和

〔蘭亭叙〕（定武）（行書）　（晋）〔王羲之〕	 W728.2-34

　明和 7（1770）跋　1 帖　27.7 × 15.4　折本

館本十七帖　（晋）〔王羲之〕書　　　　	 W728.2-20
　明治 15（1882）1 冊　15.0 × 26.6　和

右軍六十帖　巻 3　（晋）王羲之書　　	 W728.2-36
　写（摹写）1 冊　美濃　和

酔翁操　（宋）蘇東坡（軾）書　　　　　	 W728.2-33
　刊　1 帖　折本

東坡獅子賛　（宋）米芾書　　　　　　	 W728.2-22
　刊　1 帖　10.0 × 29.0　折本

艸訣百韻歌　（宋）米芾編　　　　　　	 W728.2-37
　明治 43（1901）写　1 冊　半紙　和

草書韻会　上下　（金）張天錫編　　　	 W728.2-23
　京都　秋田屋子左衛門　慶安4（1651）2冊　美濃　和

真草千文　（元）趙子昂（孟頫）書　　　	 W728.2-14
　刊　1 冊　美濃　和

古詩十九首　（明）文徴明書　　　　　	 W728.2-24
　江戸　戸倉屋喜兵衛　享保 20（1735）1 冊　美濃　和

阿房宮賦　（明）文徴明書　　　　　　	 W728.2-25
　京都　蓍屋儀兵衛　安永 6（1777）1 帖　美濃　折本

明妃曲　（明）文徴明書　　　　　　　	 W728.2-26
　刊　1 帖　14.4 × 27.8　折本

秣陵帖　（明）董其昌書　　　　　　　	 W728.2-27
　刊　1 冊　美濃　和

唐絶十首　（明）董其昌書　　　　　　	 W728.2-28
　刊　1 帖　11.9 × 25.5　折水

董太子西峰帖　（明）董其昌書　　　　	 W728.2-38
　爪（草写）1 帖　折本

十体千字文　（明）孫丕顕編　　　　　	 W728.2-30
　京都　天王寺屋市郎兵衛　宝暦6（1756）1冊　半紙　和

千字文　（明）孫丕顕編　　　　　　　	 W728.2-15
　日本刊　1 冊　半紙半　和

歴代名書要論（重刻内閣秘伝字府）	 W728.2-31
　（明）黄鏊（明）黄鉞共編
　大坂　秋田屋太右衛門　文政7（1824）1冊　美濃　和

篆法撮要　（明）陶郁　　　　　　　　	 W728.2-29
　写　1 冊　半紙　和

正字千文　（字学津梁）　　　　　　	 W728.2-32
　（清）伝起儒書
　江戸　前川六左衛門　宝暦 5（1755）1 冊　美濃　和

草韻彙編　26 巻　（清）陶南望編　　　	 W728.2-17
　写　10 冊　美濃　和

草字彙　12 巻　（清）石梁編　　　　　	 W728.2-19
　民国 6（1917）（影印）6 冊　美濃半　唐

草字彙　子 , 丑 , 辰 , 巳 , 酉　　　　　　	 W728.2-16
　（清）石竪菴（梁）編
　文政 12（1829）5 冊　半紙　和

草字彙　4　　　　　　　　　　　　	 W728.2-18
　刊　1 冊　美濃半　和
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　　　　　　739　篆刻　印譜　落款

運斤清機　源義亮摹刻　　　　　　　　 W739-6
　写　1 冊　半紙半　和

既酔堂印譜　　　　　　　　　　　　　　	 W739-5
　写　1 冊　半紙半　和

　　　　　　749　印刷　製版

活板大字譜　中巻　　　　　　　　　　	 W749-1
　刊（木活）1 冊　半紙　和

玉篇小字　巻 1,2,4　　　　　　　　　　	 W749-2
　刊（木活）3 冊　半紙　和

玉篇大字　巻 5　　　　　　　　　　　　	 W749-3
　刊（木活）1 冊　半紙　和

　　　　　　753　染織工芸

〔衣服模様図絵〕　　　　　　　　　　　	 W753-4
　刊　1 冊　半紙倍　和

錦　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W753-3
　写　1 帖　小　折本

和漢切大概　　　　　　　　　　　　　	 W753-2
　写　20.3 × 27.8

　　　　　　755　宝石　牙角　皮革工芸

鞍鐙　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W755-3

　写　1 冊　半紙　和

鞍鐙目利秘伝書　　　　　　　　　　　	 W755-1
　文政 8（1825）写　1 冊　美濃半　和

鞍作判形書　　　　　　　　　　　　　	 W755-2
　写　1 冊　美濃半　和

　　　　　　756　金工芸

古今銘尽・番鍛冶之次第　　　　　　　	 W756-11
　刊　1 冊　美濃　和

古今銘尽〔巻 2〕　　　　　　　　　　	 W756-12
　刊　1 冊　美濃　和

古今銘尽合類大全　上巻　　　　　　　	 W756-13
　刊　1 冊　半紙半　和

新刃銘尽（新刃銘鑑）6 巻　神田白龍子（勝久）	W756-14
　京都　辻井吉右衛門　享保6（1721）序刊　6冊　美濃　和

続新刃銘尽（新刃銘尽後集）8 巻　　　	 W756-15
　池田吉兵衛（隆徳）等
　京都　北尾八兵衛　享保20（1735）2冊　美濃・半紙　和

古刀銘尽大全　9 巻　菅原（仰木）弘邦　	 W756-3 ロ
　京都　𣱽古堂　寛政 4（1792）9 冊　美濃　和

古刀銘尽大全附録　　　　　　　　　　	 W756-28
　写　1 冊　半紙　和

本朝鍛冶考　巻 10,11　〔鎌田〕魚妙　　	 W756-22
　写　1 冊　美濃　和

本邦刀剣考抜書　榊原長悛　　　　　　	 W756-16
　享和元（1801）写　1 冊　半紙　和

刀剣図考　栗原信充　　　　　　　　　	 W756-17
　江戸　英屋文蔵　天保 14（1843）1 冊　小　和

本朝新刀一覧　今村幸政編　　　　　　	 W756-18
　京都　近江屋佐太郎　弘化 2（1845）1 冊　横小　和

校正古今鍛冶銘早見出　2 巻　　　　　　　	 W756-19
　尾関善兵衛（永富）編
　江戸　須原屋佐助　安政 8（1856）1 冊　横小　和

国方銘尽　　　　　　　　　　　　　　	 W756-20
　写　1 冊　半紙　和

刀劔銘尽　　　　　　　　　　　　　　	 W756-21
　写　1 冊　半紙　和

三拾三ケ条之事　　　　　　　　　　　	 W756-23
　写　1 冊　半紙半　和

銘尽口伝書　　　　　　　　　　　　　	 W756-24
　写　1 冊　半紙　和

〔木屋流目利〕　　　　　　　　　　　	 W756-26
　写　1 冊　美濃　和

雑覚書　　　　　　　　　　　　　　　	 W756-25
　写　1 冊　美濃　和

　　　　◇

明珍鎧巻　　　　　　　　　　　　　　　	 W756-30
　享保 5（1720）写　1 冊　半紙　和
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中古甲冑製作弁　3 巻　榊原一学（長俊）編	 W756-29
　江戸　須原屋茂兵衛　寛政 13（1801）3 冊　美濃　和

稜威武徳録明珍家伝　　　　　　　　　	 W756-32
　寛政 5（1793）写　1 冊　半紙　和

明珍家伝稜威武徳録　　　　　　　　　	 W756-31
　写　1 冊　美濃　和

江都金工名譜　野田敬明編　　　　　　　　	 W756-27
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　763　西洋楽器　器楽

皷譜　犬飼清信　　　　　　　　　　　	 W763-1
　求実館　慶応元（1865）1 冊　半紙半　和

　　　　　　768　邦楽

国史与楽語抄記　　　　　　　　　　	 W768-16
　写　1 冊　美濃　和

　　　　◇

琴経指法・附曲十六（明）張大命編　　	 W768-17
　写　1 冊　美濃　和

調子合法　　　　　　　　　　　　　	 W768-20
　元禄 14（1701）写（太秦昌隆）1 冊　美濃　和

幽蘭譜附琴左右手法・琴手法図・調琴法　　	 W768-18
　荻生徂徠（双松）
　写（三上道順）1 冊　美濃　和

撫箏雅譜集　3 巻　安村検校　　　　　　	 W768-5
　名古屋　三輪浅治郎　明治10（1877）（宝暦5板後

摺）3冊　半紙半　和

〔増補大みなと〕　　　　　　　　　　　　	 W768-19
　大坂　和泉屋夘兵衛　明和5（1768）1冊　美濃半　和

吾嬬箏譜　山田斗養一作　　　　　　　	 W768-6
　江戸　重元平八　天保 10（1839）1 冊　美濃半　和

吾嬬箏譜（吾嬬箏宇多）山田斗養一作　	 W768-7
　東京　高木和助　明治 18（1885）（天保板後摺）1 冊
　美濃半　和

吾嬬箏譜（吾嬬箏宇多）山田斗養一作　	 W768-8
　東京　須原屋茂兵衛　明治刊（天保坂後摺）1冊
　美濃半　和

吾嬬箏譜　山田斗養一作　　　　　　　	 W768-8 イ
　東京　須原屋茂兵衛　明治刊　1 冊　美濃半　和

水月居琴譜　　　　　　　　　　　　　	 W768-21
　写　1 帖　18.2 × 7.8　折本

琴譜　　　　　　　　　　　　　　　　	 W768-22
　写　1 帖　18.2 × 7.8　折本

こと歌　　　　　　　　　　　　　　　	 W768-23
　写　1 冊　美濃半　和

琴うた　　　　　　　　　　　　　　	 W768-24
　写　1 冊　美濃半　和

琴歌　　　　　　　　　　　　　　　　	 W768-25
　写　1 帖　折本

　　　　◇

集鞁之大事　　　　　　　　　　　　　	 W768-28
　宝暦 4（1754）写　1 冊　美濃半　和

横笛楽譜　乾　　　　　　　　　　　　	 W768-27
　写　1 冊　18.8 × 11.1　和

〔笛譜〕　　　　　　　　　　　　　　　　	 W768-14
　写　1 冊　17.0 × 12.3　和

琵琶調子並譜　　　　　　　　　　　　	 W768-26
　写　1 冊　美濃　仮和（流鶯舎雑書）

洞簫表曲譜　　　　　　　　　　　　　	 W768-15
　写　1 帖　折本

　　　　◇

万家肖像雅名集　音曲之部　扇田豊治郎編　	 W768-29
　東京　副島宥　明治 17（1884）1 冊　半紙半　和

篠笛独習之友　鶯声散士　　　　　　　　	 W768-9
　大阪　青木恒三郎　明治 26（1893）1 帖　折本

三味線独習の友　箸尾寅之助　　　　　	 W768-10
　東京　青木嵩山堂　明治 27（1894）1 帖　折本

白河名所関の湖　平井桃水作　　　　	 W768-11
　東京　法木徳兵衛　明治 44（1911）1 冊　半紙　和

尺八の栞（琴古流雑曲音譜集）　林愚卿（堅蔵）	W768-12
　東京　岡村書店　大正 6（1917）再版（初版大正 5）
　1 冊　半紙半　和
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最新薩摩琵琶歌集　琵琶歌研究会編　　	 W768-13
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　768.3　平曲　能楽　幸若舞曲

平志吟譜　　　　　　　　　　　　　	 W768.3-1
　写　1 冊　美濃　和

平家正節　　　　　　　　　　　　　　	 W768.3-2
　写　1 冊　美濃半　和

幸流小皷配附　　　　　　　　　　　　	 W768.3-3
　文久元（1861）写　1 冊　横小　和
　合綴：たからもの（写）　たからもの（安政6（1859）

写）幸流小皷頭附（写）

　　　　　　768.4　浄瑠璃

浄瑠璃早合点　鳥井正之助編　　　　	 W768.4-5
　大坂　竹中清音堂　明治 34（1901）1 冊　半紙半　和
　内容：浄瑠璃早合点（はなけぬき）（太瓶楽居編）浄瑠

璃秘曲抄（竹本播磨椽撰）音曲両節弁

　　　　◇義太夫節

鑓の権三重帷子（七行本）　　　　　	 W768.4-6
　近松門左衛門
　京都　山本九兵衛　刊　1 冊　半紙　和

摂津国長柄人柱（七行本）　　　　　	 W768.4-7
　並木宗助　安田蛙文
　刊　1 冊　半紙　和

清和源氏十五段（七行本）　　　　　	 W768.4-8

　並木宗助　安田蛙文
　刊　1 冊　半紙　和

鬼一法眼三略巻（橋弁慶）　　　　　	 W768.4-9
　〔文耕堂　長谷川千四〕
　刊　1 冊　半紙　和

壇ノ浦兜軍記　琴責之段　　　　　　	 W768.4-10
　〔文耕堂　長谷川千四〕
　写　1 冊　半紙　和

御所桜堀川夜討　弁慶上使段（五行本）	 W768.4-11
　　〔文耕堂　三好松洛〕
　東京　島村利助　明治 18（1885）1 冊　半紙　和

ひらかな盛衰記　無間の鐘の段（六行本）　	 W768.4-12
　〔文耕堂等〕
　江戸　森屋治郎兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

酒呑童子出生記　（七行本）梁塵軒　	 W768.4-13
　刊　1 冊　半紙　和

菅原伝授手習鑑　寺小屋の段（六行本）　　	 W768.4-14
　〔竹田出雲等〕
　江戸　伊勢屋喜助　刊　1 冊　半紙　和

義経千本桜　木の実段（六行本）　	 W768.4-15
　〔竹田出雲等〕
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　美濃半　和

仮名手本忠臣蔵　1 段目〜 4 段目（六行本）　	W768.4-16
　〔竹田出雲等〕
　大坂屋秀八　刊　1 冊　半紙　和

玉藻前㬢袂（七行本）　浪岡橋平等　	 W768.4-17

　大坂　西沢九左衛門　寛延 4（1751）1 冊　半紙　和

一谷嫰軍記　組討ノ段（五行本）　	 W768.4-18
　〔並木宗輔等〕
　江戸　森屋治郎兵衛刊　1 冊　美濃半　和

一谷嫰軍記　石屋小雪の段 , 石塔の段　（六行本）
　〔並木宗輔等〕	 W768.4-19
　西宮新六　刊　1 冊　半紙　和

花系図都鑑　北山の段（六行本）　	 W768.4-20
　〔竹田出雲等〕
　西宮新六　刊　1 冊　半紙　和

岸の姫松轡鑑　朝比奈上使の段　　　	 W768.4-21
　〔豊竹応律　並木永輔〕
　写　1 冊　半紙　和

本朝廿四孝　捨子の段（六行本）　	 W768.4-25
　〔近松半二等〕
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　美濃半　和

本朝廿四孝　狐火の段（六行本）　	 W768.4-26
　〔近松半二等〕
　江戸　森屋治郎兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

太平記忠臣講釈　宅兵衛上使の役（六行本）	 W768.4-22
　〔近松半二等〕
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　美濃半　和

太平記忠臣講釈　重太郎発足の段（六行本）	 W768.4-23
　〔近松半二等〕
　江戸　森屋治郎兵衛　刊　1 冊　半紙半　和
　合本：朝顔日記　宿屋の場　和田合戦女舞鶴　市若切腹

の段
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太平記忠臣講釈　山科の役・仮名手本忠臣蔵　天川屋の役
（合本）（六行本）　	 W768.4-24
　〔近松半二等〕
　江戸　森屋治郎兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

関取千両幟　岩川内の役（六行本）	 W768.4-29
　〔近松半二等〕
　江戸　森屋治郎兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

三日太平記　近松半二等　　　　　　	 W768.4-27
　江戸　鱗形屋孫兵衛〔明和 4〕（1767）1 冊　半紙　和

染模様妹背門松　質廊の役（六行本）	 W768.4-28
　〔菅専助〕
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

近江源氏先陣館（七行本）　近松半二等	 W768.4-30
　〔明和 6〕（1769）1 冊　半紙　和

近江源氏先陣館　小四郎切腹の段（六行本）　	W768.4-31
　〔近松半二等〕
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　美濃半　和

神霊矢口渡　由良兵庫館の段（六行本）	 W768.4-32
　〔福内鬼外〕（平賀国倫）
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

神霊矢口渡　篠塚八郎物語段（六行本）	 W768.4-33
　〔福内鬼外〕
　江戸　森屋治郎兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

妹背出婦女庭訓　三役目の切（六行本）	 W768.4-34
　〔近松半二等〕
　大坂屋秀八　州　1 冊　半紙　和

　合綴：近江源氏先陣館（九ツ目）姫小松子日の遊（赦免
状の段）俊寛島物語

恋娘昔八丈　鈴乃森の段（五行本）	 W768.4-35
　〔松貫四　吉田角丸〕
　東京　片山金三郎　明治 13（1880）1 冊　半紙　和

桂川連理柵　帯屋の段（五行本）　〔菅専助〕	 W768.4-37
　刊　1 冊　半紙　和

伊賀越乗掛合羽（七行本）　〔近松東南〕	 W768.4-36
　安永 6（1777）1 冊　半紙　和

伊達競阿国戯場　羽生村之段　　　　	 W768.4-38
　（六行本）〔鳥亭焉馬等〕
　刊　1 冊　半紙　和

碁太平記白石噺　新吉原の段（六行本）	 W768.4-39
　〔紀上太郎等〕
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　美濃半　和

鎌倉三代記　七ツ目ノ切（六行本）	 W768.4-40
　江戸　西宮新六　刊　1 冊　半紙　和
　合綴：太平記忠臣講釈（七ツ目）彦山権現誓助劔（六ツ目）

加賀見山旧錦絵　草履打の段（六行本）	 W768.4-41
　〔容楊黛〕
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　美濃半　和

伊賀越道中双六　遠目鏡の段（六行本）	 W768.4-42
　〔近松半二　近松加作〕
　江戸　森屋治郎兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

伽羅先代萩　御殿之段（六行本）　	 W768.4-43
　〔松貫四等〕

　東京　伊勢屋喜助　刊　1 冊　半紙　和

伽羅先代萩　御殿之段（五行本）　	 W768.4-44
　東京　木村文三郎　明治 14（1881）1 冊　半紙　和

彦山権現誓助劔　毛谷村の段（六行本）	 W768.4-45
　〔梅野下風　近松保蔵〕
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　美濃半　和

彦山権現誓助劔　六ツ目　　　　　　	 W768.4-46
　刊　1 冊　半紙　和
　合綴：妹背山婦女庭訓　馬士歌の段　近江源氏先陣館盛

桐陣家の段　軍術出口柳　右門屋形の段　道明寺の段

花上野誉の石碑　志渡寺段（六行本）	 W768.4-47
　〔司馬芝叟　筒井半平〕
　江戸　伊勢屋喜助　刊　1 冊　半紙半　和

花上野誉石碑　志渡寺の段（六行本）	 W768.4-48
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　美濃半　和

日本賢女檻　４（絵入）（七行本）	 W768.4-49
　〔近松やなぎ　近松松助〕
　刊　1 冊　半紙　和

忠義墳盟約大石（七行本）　　　　	 W768.4-50
　若竹笛躬　中村魚眼　並水千柳
　大阪　勝尾屋六兵衛〔寛政 9〕（1797）1 冊　半紙　和

絵本大功記　蘭丸討死段（六行本）	 W768.4-51
　〔近松柳等〕
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　美濃半　和

箱根霊験躄仇討　餞別之段（六行本）	 W768.4-52
　〔司篤芝叟〕



和 装 本 目 録 ３

47

　江戸　森屋治郎兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

出世太平記　松下住家の段（六行本）	 W768.4-53
　東京　伊勢屋喜助　文政 9（1826）1 冊　半紙　和

褄重恨鮫鞘　鱣谷の段　　　　　　　	 W768.4-71
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

道中膝栗毛　赤坂並木段（六行本）　　　　　	W768.4-74
   （チャリ浄瑠璃）
　江戸　森屋治郎兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

　　　　◇

渡辺綱館之段　大薩摩絃太夫（浄空）	 W768.4-54
　〔明治 7〕（1874）1 冊　半紙　和

渡辺綱館之段　大薩摩絃太夫（浄空）	 W768.4-55
　明治 33（1900）再版（初版明治 7）1 冊　半紙　和

　　　　◇説教節

苅萱石童丸高野山与治物語段　薩摩若太夫	 W768.4-57
　吉田屋小吉　刊　1 冊　半紙　和
　合綴：よろつ屋の段　一ノ谷鉄壁峰逆落段

小栗判宮照手の姫　1 〜 22　薩摩若太夫	 W768.4-58
　江戸　吉田屋小吉　弘化 3（1846）2 冊　半紙　和

　　　　◇一中節

都羽二重拍子扇　初編　　　　　　　	 W768.4-56
　都太夫一中（五代目）編

　江戸　塩屋庄三郎　文政 3（1820）1 冊　半紙　和

　　　　◇

双子隅田川　三段目　宮古路豊後直伝	 W768.4-59
　刊　1 冊　半紙　和
　合綴：双紋刀銘月　中巻　非人敵討泥中全　中巻　鐘入

段　舛落の段

　　　　◇常盤津節

朝比奈地獄廻　上下　常盤津文字太夫直伝	 W768.4-64
　江戸　坂川平四郎　1 冊　半紙　和

積恋雪関扉　上　　　　　　　　　　	 W768.4-60
　劇神仙（宝田寿来）常盤津文字太夫（二世）
　江戸　坂川平四郎板　刊　1 冊　半紙　和

積恋雪関扉　劇神仙（宝田寿来）　　	 W768.4-61
　写　1 冊　半紙　和

子宝三番叟　常盤津文字太夫（二世）	 W768.4-62
　東京　さか川平四郎板　明治刊　1 冊　半紙　和

戻駕色相肩　下　　　　　　　　　　	 W768.4-63
　〔桜田治助〕作　常盤津文字太夫（二世）
　江戸　坂川平四郎板　刊　1 冊　半紙　和

おんあいつもるせきもり　　　　　　	 W768.4-65
　写　1 冊　半紙　和

乗合船恵方万歳　上　常盤岸豊後大掾	 W768.4-66
　東京　板川平四郎　刊　1 冊　半紙　和

千種埜恋の両道　他　桜田治前（三世）	 W768.4-67

　東京　板川平四郎　刊　1 冊　半紙　和
　合綴：拙筆力七以呂波　帯文桂川水　𨳝茲姿八景　巽八

景　四季写土佐画拙　后の月酒宴島台　子宝三番叟

時翫雛浅草八景　桜田治助作（三世）	 W768.4-68
　東京　坂川平四郎　明治 31（1898）1 冊　半紙　和

勢獅子劇場花罾　瀬川如皐述　　　　	 W768.4-69
　嘉永 4（1851）1 冊　半紙　和

神路山色琫（合本）　瀬川如皐述　　	 W768.4-70
　東京　さか川平四郎板　明治刊　1 冊　半紙　和

葭町新曲千代寿　常盤津文字兵衛　　　　	 W768.4-72
　明治 44（1911）1 冊　半紙　和

蝶鵆勇春駒　常盤津文字兵衛節付　　	 W768.4-73
　明治 45（1912）1 冊　半紙　和

　　　　◇新内節

膝栗毛　組討の段　　　　　　　　　	 W768.4-75
　富士松加賀太夫（魯中）述
　安政 6（1859）1 冊　半紙　和

　　　　◇

歳朝嘉例寿　富本豊前太夫直伝　　　	 W768.4-76
　刊　1 冊　半紙　和

富本忠信　　　　　　　　　　　　　	 W768.4-77
　写　1 冊　半紙　和

常盤津・富本・清元稽古本（合本）	 W768.4-78
　刊　1 冊　半紙　和
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　内容：帯文桂川水　侠客形近江八景（松井由輔述　富本
豊前掾直伝）心中浮名の鮫鞘（中村重助述　常磐津文字
太夫直伝）近頃恋世語（よみ人しらず）道行浮塒鴎（清
元延寿太夫直伝）道行野辺の書置（桜田治助述　富本豊
前太夫直伝）老松（富本豊前太夫直伝）宝来宮（富本豊
前太夫直伝）比翼袖屏風（富本豊前太夫直伝）梅の巻
（写本）

常磐津・長唄稽古本　合本　　　　　	 W768.4-79
　刊　1 冊　半紙　和
　註：長唄（勧進帳　傾城　供奴　浦島　隈取安宅松　老

松雛鶴三番叟）常磐津（戻鴛色相肩上・下　其姿花図絵
　后の月酒宴島台　加々見山旧錦絵　書置のだん上･下）

　　　　　◇清元節

夫婦酒替ぬ中仲　清元延寿太夫直伝　	 W768.4-80
　東京　加藤忠兵衛　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

其小唄夢廓　福森喜宇助述　　　　　	 W768.4-81
　江戸　山本平吉　刊　1 冊　半紙　和

其小唄夢廓　福森喜宇助述　　　　　	 W768.4-82
　東京　加藤忠兵衛　明治 8（1875）1 冊　半紙　和

其小唄夢廓　福森喜宇助述　　　　　	 W768.4-83
　東京　加藤忠兵衛　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

北州千年寿・深山桜及兼樹娠　　　　	 W768.4-84
　東京　加藤忠兵衛　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

御名残押絵交張・京女郎　　　　　　	 W768.4-85
　桜田治助述（京）不詳
　江戸　山本平吉　刊　1 冊　半紙　和

大和い手向五字　増山金八作　　　　	 W768.4-86
　東京　加藤忠兵衛　大正 5（1916）1 冊　半紙　和

傀儡師　　　　　　　　　　　　　　　	 W768.4-87
　江戸　山本平吉　1 冊　半紙　和

傀儡師　清元延寿太夫直伝　　　　　	 W768.4-88
　東京　加藤忠兵衛　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

道行浮塒鴎　　　　　　　　　　　　	 W768.4-89
　江戸　山本平吉　嘉永 2（1849）1 冊　半紙　和

梅の春　　　　　　　　　　　　　　　　	 W768.4-90
　江戸　山本平吉　刊　1 冊　半紙　和

梅の春　　　　　　　　　　　　　　　　	 W768.4-91
　東京　加藤忠兵衛　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

六歌仙容彩（文屋の康秀・喜撰法師）	 W768.4-92
　松本幸二述
　東京　加藤忠兵衛　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

六歌仙容彩（文屋の康秀・喜撰法師）	 W768.4-93
　松本幸二作
　東京　加藤忠兵衛　大正 5（1916）1 冊　半紙　和

弥生の花浅草祭・祗園町一力の段　　	 W768.4-94
　瀬川如皐述（祇）三舛屋二三次述
　江戸　山本平吉　刊　1 冊　半紙　和

弥生の花浅草祭・祗園町一力の段　　	 W768.4-95
　瀬川如皐述（祗）三舛屋二三次述
　東京　加藤忠兵衛　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

道行旅路の花聟　三舛屋二三治述　　	 W768.4-96

　刊　1 冊　半紙　和

道行旅路花聟　三升屋二三治述　　　	 W768.4-97
　東京　加藤忠兵衛　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

再春菘種蒔　　　　　　　　　　　　	 W768.4-98
　東京　加藤忠兵衛　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

四季三葉艸・賑民寿万歳　紫雲菴述　	 W768.4-99
　東京　加藤忠兵衛　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

〆能色相図　三升屋二三治　　　　　	 W768.4-100
　東京　加藤忠兵衛　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

明烏花濡衣　上　　　　　　　　　　　	 W768.4-101
　江戸　1 冊　半紙　和

明烏花濡衣　上下　　　　　　　　　	 W768.4-102
　東京　加藤忠兵衛　明治 9（1876）2 冊　半紙　和

梅柳中宵月　河竹新七述　　　　　　	 W768.4-103
　東京　加藤忠兵衛　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

花かたみ　永井素岳編　　　　　　	 W768.4-104
　加藤忠兵衛　明治 26（1893）1 冊　半紙　和

　　　　　　768.5　唄もの

まくら獅子（長唄けいこ本）　　　　	 W768.5-5
　安政 2（1855）1 冊　半紙　和

英執着獅子　　　　　　　　　　　　　　	 W768.5-6
　刊　1 冊　半紙　和

関東小六後雛形　附さぎ娘　　　　　	 W768.5-7
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　刊　1 冊　半紙　和

月雪花蒔桧の巵　月の巻 , 花の巻　　　	 W768.5-8
　左交述（花）杵屋佐吉述
　東京　浜田吉五郎　明治 18（1886）1 冊　半紙　和

拙筆力七以呂波（傾城・供奴・浦島）　	 W768.5-9
　杵屋三郎助述
　刊　1 冊　半紙　和

秋色種　杵屋六左衛門作　　　　　　　	 W768,5-11
　東京　並川善六　大正 3（1914）1 冊　半紙　和

五しきの糸　　　　　　　　　　　	 W768.5-12
　嘉永 5（1852）1 冊　半紙　和

長うた都烏　吉住瓢二作　　　　　	 W768.5-10
　安政 2（1855）1 冊　半紙　和

梅暦花の魁　　　　　　　　　　　　　　	 W768.5-13
　岸の本半山述　岡安喜三郎節付
　明治 17（1884）1 冊　半紙　和

のりのふね　巴雷居士　　　　　　　	 W768.5-14
　写（明治）1 冊　半紙　和

楠公　　　　　　　　　　　　　　　	 W768.5-15
　榎本虎彦作（十三代）杵屋六左衛門調
　東京　法木徳兵衛　明治 35（1902）1 冊　半紙　和

仲葭街四季の寿　　　　　　　　　　　	 W768.5-16
　明治 45（1912）（謄写）1 冊　半紙　和

里廼四季　　　　　　　　　　　　　	 W768.5-17
　明治 45（1912）（謄写）1 冊　半紙　和

二人大薩摩五条橋　　　　　　　　	 W768.5-18
　三宅豹隠作　杵屋六左衛門節
　明治刊　1 冊　半紙　和

新曲鶯亭寿（御手植の松・四時佳興）　　	 W768.5-19
　桜洲居士述
　刊　1 冊　半紙　和

よしわらすずめ　　　　　　　　　　	 W768.5-4
　写　1 冊　半紙　和

四季の亥・（めりやす）雛鶴　　　　　	 W768.5-20
　写　1 冊　半紙　和

〔長唄稽古本〕（合本）　　　　　　　	 W768.5-21
　刊　1 冊　半紙　和

〔長唄〕けいこ本　その２（合本）　　	 W768.5-22
　刊　1 冊　半紙　和
　合綴：隈取安宅松　遅桜手葉七文字　長唄鶴亀　長唄小

鍛治　橋弁慶　元禄風花見おとり　浪枕月浅妻　正月若
菜摘　外記　節猿　月雪花蒔絵の巵（月の巻　花の巻）
再春菘種蒔　助六　狂乱雲井袖　さくら狩

〔長唄稽古本〕　　　　　　　　　　　	 W768.5-23
　大底屋亀三郎　刊　1 冊　半紙半　和

長唄稽古本　　　　　　　　　　　　　	 W768.5-24
　写　1 冊　半紙　和

長唄常磐津おさらい本　　　　　	 W768.5-25
　写　1 冊　半紙　和
　（長唄）ひなづるさんば　たねまき　五郎（常盤津）将門

　　　　◇

〔俗曲集〕〔前後編〕　　　　　　　	 W768.5-26
　刊　2 冊　美濃半　和

〔俗曲集〕（合本）　　　　　　　　	 W768.5-27
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　美濃半　和

　　　　◇

うた沢ぶし　初編　歌沢笹丸（金平）直伝	 W768.5-2
　江戸　伊勢屋卯之助　刊　1 冊　半紙　和

葉唄恋の歌沢　　　　　　　　　　　　　　	W768.5-28
　東京　杉浦朝治郎板　明治刊　1 冊　半紙半　和

〔なんでもよいかいな節〕（二上り）（絵入）	 W768.5-3
　刊　1 冊　半紙半　和

　　　　　　773　能　狂言

舞楽秘曲（能之図式）巻 3,6　　　　　	 W773-1
　京都　谷口七郎右衛門　正徳5（1715）1冊　半紙　和

謡曲地拍子研究之栞　中島賢三　　　　　	 W773-2
　東京　江島伊兵衛　明治 44（1911）1 冊　半紙　和

能秘書　3 巻　　　　　　　　　　　　　　	 W773-3
　写　1 冊　美濃　和

能極巻　　　　　　　　　　　　　　　　	 W773-4
　写　1 軸　巻子

　　　　　　774　歌舞伎
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あふむせき　　　　　　　　　　　　　　	 W774-1
　刊　1 冊（合本）半紙　和

称讃雅詞芝翫帖　下　　　　　　　　　　　　　	W774-2
　大阪　河内屋太助　文化 11（1814）1 冊　半紙　和

　　　　　　779　大衆演芸

珍術懺悔袋　2 巻　続懺悔袋　2 巻　　　	 W779-1
　環中仙い三編
　大阪　河内屋嘉七　明和元（1764）1 冊　半紙　和

　　　　　　780　運動競技（スポーツ）

戸外遊戯法　一名戸外運動法　　　　　	 W780-1
　坪井玄道　口中盛業編
　東京　金港堂　明治 18（1885）1 冊　美濃半　和

　　　　　　787　釣魚　遊猟

養鷹秘抄　　　　　　　　　　　　　　	 W787-2
　写　1 冊　半紙　和

追鳥狩御行列附　　　　　　　　　　　　	 W787-3
　天保12（1841）写（小林兵庫介源央寿）1冊　23.0×5.2　和

水府見聞（天保 12 年追鳥狩御行列）　　	 W787-4
　天保 14（1843）写　1 冊　半紙　和

　　　　　　789　武道

武門故実百箇条　3 巻　秋斎桂（多田義俊）註	 W789-26
　江戸　須原屋茂兵衛　嘉永元（1848）（木活）3冊
　半紙　和

　　　　◇

伝書巻　　　　　　　　　　　　　　　	 W789-25
　文化 3（1806）写　1 冊　半紙半　和

神道無念流　　　　　　　　　　　　　	 W789-64
　安政 4（1857）写　1 軸　巻子

万字之解　斎藤茂兵衛　　　　　　　　	 W789-46
　弘化 2（1845）写　1 冊　半紙　和

一刀流兵法仮名字書　　　　　　　　　	 W789-58
　弘化 4（1847）写　1 冊　半紙　和

一刀流兵法之目録之弁書　　　　　　　	 W789-57
　文久元（1861）写　1 冊　半紙　和

卜伝百首　　　　　　　　　　　　　　	 W789-37
　慶応 2（1866）写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

宝蔵院鑓術奥儀口決　　　　　　　　　	 W789-45
　宝暦 12（1762）写　1 軸　巻子

切瑳集　間宮氏　　　　　　　　　　　	 W789-52
　文政 3（1820）写　1 帖　折本

清正公二本御道具　　　　　　　　　　	 W789-53
　写　1 軸　巻子

裏丸橋之書　　　　　　　　　　　　　	 W789-56
　写　1 冊　美濃半　和

術直敬変之鎌　　　　　　　　　　　　	 W789-24

　写　1 冊　半紙　和

宝蔵院流名目録　　　　　　　　　　	 W789-22
　写　1 軸　巻子

　　　　◇

日本書紀　巻第 1（神代弓矢羽之事・口解聞書）
　写　1 冊　美濃半　和	 W789-48
　
就弓馬儀大概聞書　〔多賀〕高忠編　　　	 W789-34
　写　1 冊　半紙倍　和

美人草　3 巻　　　　　　　　　　　　	 W789-20
　元禄 15（1702）写　1 冊　美濃　和

笠懸之事　細川玄旨（藤孝）　　　　　	 W789-50
　写　1 通（19 枚継）和

夢想流（半弓秘伝）　　　　　　　　　	 W789-59
　元和 8（1622）写　1 軸　巻子

矢羽　　　　　　　　　　　　　　　　	 W789-38
　寛永 13（1636）写　1 軸　巻子
　註：牛尾直右衛門正則から藤田吉兵衛へ

図解射法一統　巻 1（端本）巻 4　　　　　	 W789-21
　〔浅野正親〕
　刊　1 冊　美濃　和

射法一統　巻 5,6（日置流射法之巻・日置流弓器之図書）
　〔浅野正親〕	 W789-43
　写　2 冊　半紙　和

日置流射法伝授之書　　　　　　　　　	 W789-39



和 装 本 目 録 ３

51

　写　1 冊　半紙　和

日置流的之伝　　　　　　　　　　　　	 W789-40
　写　1 冊　半紙　和

日置流弓法之書　　　　　　　　　　　	 W789-41
　写　1 冊　半紙　和

日置流弓法之書　　　　　　　　　　　	 W789-42
　写　1 冊　半紙　和

楊弓の事　　　　　　　　　　　　　　	 W789-51
　文化 15（1818）写　1 冊　美濃　和

弓学是知抄　天之元五　　　　　　　　	 W789-23
　写　1 冊　半紙　和

吉田流弓之伝　　　　　　　　　　　　	 W789-60
　写　1 軸　巻子

雪荷当流印可弓歌　　　　　　　　　　	 W789-36
　写　1 冊　美濃半　和

弓歌　　　　　　　　　　　　　　　　	 W789-35
　写　1 帖　14 × 6　折本

〔弓道之事〕　　　　　　　　　　　　　	 W789-61
　写　1 軸　巻子

弓　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W789-55
　写　1 冊　半紙　和

弓箭之巻・弓并的之巻・星之巻・勝負之巻　	 W789-33
　写　1 冊　半紙半　和

諸矢弐拾弐矢絵図　　　　　　　　　　	 W789-54
　写　1 冊　半紙　和

火矢采串図解（小笠原流）　　　　　	 W789-47
　写　1 冊　美濃半　和

兵法武功必用箙之巻　　　　　　　　　	 W789-49
　天明元（1781）写　1 冊　美濃　和

射方目録　　　　　　　　　　　　　　	 W789-62
　写　1 軸　巻子

　　　　◇

大坪流〔馬書〕　　　　　　　　　　　　	 W789-27
　写　1 冊　半紙　和
　内容：幸秀底迄之書　雲霞集 3 巻　絵図之書

馬術伝授　　　　　　　　　　　　　　	 W789-63
　寛文 7（1667）写　1 軸　巻子

馬書（南波流手綱之事）　　　　　　	 W789-28
　延宝 9（1681）写　1 冊　半紙　和

八条流馬書　　　　　　　　　　　　　	 W789-29
　享保 14（1729）写　1 冊　半紙　和

秘書　　　　　　　　　　　　　　　　	 W789-30
　明和 4（1767）写　1 帖　折本

武用乗馬訓　　　　　　　　　　　　　	 W789-31
　嘉永 5（1852）写　1 冊　美濃倍　和

手綱序　　　　　　　　　　　　　　	 W789-32
　写　1 冊　美濃　和

平庭之書　　　　　　　　　　　　　　　	 W789-44
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　790　遊芸　娯楽

〔造物趣向種〕　松川半山画　　　　　　　	 W790-1
　大阪　河内屋太助　天保 8（1837）1 冊　半紙　和

地口絵手本　初編　2 編　　　　　　　　	 W790-2
　刊　1 冊　半紙半　和
　内容：なぞ　神僊手品妙術秘伝集　からくりこうぜう　

いろは歌世の中尽し

　　　　　　791　茶道

墨引抄　集雲菴啓首座（釈宗啓）録　　　	 W791-49
　写　1 冊　美濃　和

古田織部百ケ条（大森宗震宗匠より伝来の抄）　	W791-56
　写　1 冊　半紙　和

当流茶之湯流伝集　巻 3,4〔遠藤元閑〕	 W791-31
　刊　2 冊　半紙　和
　註：巻 4 は写本

茶之湯綱目　巻 2,3,5　遠藤元閑　　　	 W791-32
　京都　菊屋七郎兵衛板　宝永6（1709）（後刷）3冊　

半紙　和

茶之湯故実奥儀鈔　巻第 4　　　　　　	 W791-33
　刊　1 冊　半紙　和

古今茶之湯大全　巻 3,4,6,7,9　　　　	 W791-34
　刊　5 冊　半紙　和
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清風瑣言　巻下〔上田秋成〕　　　　	 W791-35
　大阪　渋川清右衛門　寛政 6（1794）1 冊　半紙　和

茶道早合点　巻下　珍阿撰　　　　　　	 W791-36
　大阪　高橋平助板　寛政 8（1796）1 冊　半紙　和

　　　　◇

遠州流茶事目録　　　　　　　　　　　	 W791-53
　写　1 冊　半紙半　和

御茶伝書　　　　　　　　　　　　	 W791-39
　写　7 冊　美濃　和

石州好薄茶器香箱雛形　　　　　　　　	 W791-57
　慶応 3（1863）写　1 冊　半紙　和

千家形物図書　　　　　　　　　　　　	 W791-41
　写　1 冊　美濃　和

千家茶道七事聞書　　　　　　　　　　	 W791-40
　写　1 冊　美濃　和

千家茶之湯寸方書　　　　　　　　　　	 W791-42
　弘化 3（1846）写　1 冊　半紙　和

茶教一源　一樹斎　　　　　　　　　　	 W791-38
　写　1 冊　半紙　和

茶術行用記　巻 4　　　　　　　　　　	 W791-54
　写　1 冊　半紙　和

茶通箱伝書　　　　　　　　　　　　　	 W791-50
　安政 3（1856）写　1 冊　半紙　和

茶道　　　　　　　　　　　　　　　　	 W791-46
　写　1 冊　半紙　和

茶道口伝　　　　　　　　　　　　　　	 W791-51
　写　1 冊　半紙　和

〔茶道具〕　　　　　　　　　　　　　	 W791-48
　写　1 冊　半紙　和

茶湯引導百首・茶之湯客分之聞書　　	 W791-37
　写　1 冊　美濃半　和

茶湯会席袖扣秘書　　　　　　　　　　	 W791-55
　天保 4（1833）写　1 冊　横小　和
　註：古儀数寄道茶湯記　千家数寄道茶湯記

茶道葎集抜書　　　　　　　　　　　	 W791-45
　写　1 冊　半紙　和

無苦楽集（遠州流茶道伝書）〔大森杖信〕（重健）	W791-43
　写　1 冊　美濃半　和

無苦楽集　炉之部　　　　　　　　　　	 W791-44
　写　1 冊　半紙　和

無久良　　　　　　　　　　　　　　　	 W791-52
　写　1 冊　半紙　和

若年〔之者〕池田へ使に遣候時先にて御茶可給次第被相望
候ニ依テ大形覚書之事　	 W791-47
　写　1 冊　半紙半　和

　　　　　　792　香道

香道秋農光　下　〔大枝流芳〕　　　　　	 W792-1
　刊　1 冊　美濃半　和

香道秘伝　上　大枝流芳校正　　　　　	 W792-3
　享保 19（1734）序刊　1 冊　美濃半　和

香道秘伝附録奥上栞　上　大枝流芳　　	 W792-2
　刊　1 冊　半紙半　和

志野流捷径　　　　　　　　　　　　　	 W792-4
　写　1 冊　半紙　和

平手前略式手順覚書　　　　　　　　　	 W792-5
　写　1 冊　半紙　和

〔香の作法〕　　　　　　　　　　　　　	 W792-6
　写　1 冊　半紙　和

薫香齅争録　　　　　　　　　　　　　	 W792-7
　写　1 冊　美濃半　和

　　　　　　793　花道

六角堂池坊并門弟立花砂之物図　　　　	 W793-11
　刊　1 冊　半紙　和

立花秘伝書　　　　　　　　　　　　　	 W793-12
　延宝 9（1681）1 冊　美濃　和

古今立花大全　巻 4　　　　　　　　　　　	 W793-13
　刊　1 冊　半紙　和

広益正風躰立花大全　　　　　　　　　	 W793-14
　刊　1 冊　半紙　和
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挿花千筋の麗　上下　入紅玉蟾編　　　　	 W793-15
　大坂　泉屋卯兵衛　明和 5（1768）2 冊　半紙　和

挿花稽古百首　中　　　　　　　　　	 W793-5 イ
　刊　1 冊　半紙　和

〔活花の図〕下　山口松五郎彫　　　　	 W793-16
　江戸　西宮弥兵衛　寛政元（1789）1 冊　美濃　和

盆山石図式　上中　栢木紹甫　　　　　	 W793-17
　寛政 7（1795）序　2 冊　美濃　和

挿花衣の香　巻 4　貞松斎一馬　　　　	 W793-18
　大阪　河内屋茂兵衛　寛政12（1800）跋　1冊　半紙　和

正風遠州流挿花衣香附録口伝抄　　　　	 W793-19
　貞松斎一馬述（米沢寛篤）
　江戸　須原屋茂兵衛・丁字屋平兵衛　文化9（1812）　

1冊　半紙　和

生花百瓶図（比都弥知草　図式之部 3 巻）	 W793-20
　春古洞斎琢窓
　享和 3（1803）3 冊　美濃　和

袁中郎流挿花図会　前篇第 5,6　東雲斎黄雀	 W793-21
　文化 6（1809）2 冊　美濃　和
　第5　峰雲斎編挿花図会2巻　藤田峰雲斎（蚊觜）編　

第6　祥雲斎秀英編

挿足四季園　冬之巻　松栢斎一瓢編　　	 W793-22
　江戸　和泉屋吉兵衛　文化 10（1813）1 冊　半紙　和

生花ちよのまつ　２　〔松秀斎理貞〕　　	 W793-23
　刊　1 冊　半紙　和

古流真術挿花萩之霜　4 巻（巻 2 欠）　　　　	 W793-24
　花楽堂雪山編
　大阪　文栄堂　天保 2（1831）3 冊　半紙　和

活花美玉集　天　河村一洗撰　　　　　	 W793-25
　刊　1 冊　半紙　和

挿花盆石正風花鏡　地　〔秀貫斎一珣〕　　　	 W793-26
　刊　1 冊　半紙　和

正風遠州水揚口伝挿花独学　　　　　　　　	 W793-27
　江戸　正文堂　刊　1 冊　半紙　和

水揚伝授活花独稽古　　　　　　　　	 W793-28
　刊　1 冊　半紙半　和

華道家元華かがみ　生華栞の巻　池坊専正　	 W793-29
　京都　華道家元　明治37（1904）1冊　14.0×22.0　和

諸流秘伝生花独稽古　巻 4　沢口寛一　　	 W793-30
　東京　鍾美堂　明治45（1912）16版（初版明治25）
　1冊　半紙半　和

　　　　◇

花実出生陰陽之巻　　　　　　　　　　	 W793-37
　文政元（1818）写　1 冊　半紙　和

濶花秘伝書　宗味　　　　　　　　　　	 W793-32
　写　1 冊　半紙半　和

正風遠州流挿花秘伝　　　　　　　　　	 W793-34
　写　1 冊　美濃　和
　（宮川宗水（良致）の識語）

〔生花心得〕　　　　　　　　　　　　	 W793-41
　写　1 冊　半紙　抑

生華秘典　　　　　　　　　　　　　　	 W793-39
　写　1 冊　半紙　和

生花百ヶ条　　　　　　　　　　　　	 W793-40
　写　1 冊　半紙半　和

挿花式書　　　　　　　　　　　　　　　	 W793-38
　嘉永元（1848）写　1 冊　半紙　和

挿花切紙口伝書　　　　　　　　　　　	 W793-35
　写　1 冊　半紙　和

挿花　乾松斎一晴　　　　　　　　　　	 W793-31
　写　1 冊　美濃　和

花くばりの巻　墨松斎中野一影　　　　	 W793-33
　写〔自筆）1 冊　半紙　和

立花時勢粧抜書　　　　　　　　　　　	 W793-36
　写　1 冊　美濃半　和

　　　　　　798　室内遊戯

新板栄寿百人一首双六　錦朝楼芳虎画　	 W798-1
　山城屋甚兵衛板　1 枚　一枚もの　和
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800　語学

　　　　　　800　語学

速記学入門　　　　　　　　　　　　　	 W809-1
　明治 25（1892）写　1 冊　半紙半　和

　　　　　　810　日本語

言霊妙用倫　2 巻　堀秀成　　　　　　　	 W810-4
　東京　東生亀次郎　明治 10（1877）2 冊　美濃　和

　　　　　　811　音韻　文字

字林長歌　竹隠居士（源堅）　　　　　	 W811-3 イ
　江戸　柳枝軒　明和 6（1769）1 冊　美濃　和

同文通考　4 巻（巻 2 欠）　新井白石（君美）	 W811-38
　大坂　梧桐館　宝暦 10（1760）3 冊　半紙　和

発字四声便蒙解　2 巻　平野幹　小川道記共編	 W811-45
　江戸　前川六左衛門　宝暦 12（1762）1 冊　半紙　和
　（稽古館旧蔵）

発字便蒙解　平野幹　小川道記共編　　	 W811-46
　静岡　三浦定吉　明治 15（1882）1 冊　半紙半　和

漢字三音考　本居宣長　　　　　　　　	 W811-33
　明治 18（1885）写　1 冊　半紙　和

増補古言梯標註　楫取魚彦著　山田常典補	 W811-37
　江戸　英文蔵　弘化 4（1847）1 冊　半紙　和

増補古言梯標註　楫取魚彦著　山田常典補	 W811-37 イ
　江戸　英文蔵　弘化 4（1847）1 冊　半紙　和

古史本辞経（五十音義訣）4 巻　　　	 W811-13 イ
　平田篤胤撰述
　嘉永 3（1850）序　4 冊　半紙　和

音訓国字格　坤　高井伴寛　　　　　　	 W811-44
　江戸　花田久治郎　寛政 11（1799）1 冊　半紙　和

国学攷補遺　山田松斎（文静）編　　　　	 W811-35
　江戸　和泉屋庄次郎　文政 9（1826）1 冊　美濃　和

和音口訣鈔　　　　　　　　　　　　　	 W811-34
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

仮名文字遣　釈行阿　　　　　　　　　	 W811-39
　正保 5（1648）1 冊　半紙　和

定家卿口伝二人丸秘抄（仮名文字遣）　釈行阿	 W811-40
　文化 6（1809）写　1 冊　半紙半　和

仮名遣近道　　　　　　　　　　　　　	 W811-36
　天明 6（1786）写　1 冊　半紙　和

類字仮名遣　7 巻〔荒木田盛微〕　　　	 W811-41
　刊　1 冊　美濃半　和

正誤仮名遣　賀茂季鷹　　　　　　　　	 W811-42
　嘉永 6（1853）写　1 冊　美濃半　和

増補正誤仮名遣　　　　　　　　　　　	 W811-43
　賀茂季鷹著　鶴峰戊申補
　江戸　須原屋佐助　弘化4（1847）序　1冊　横小　和

仮字領袖　菅原長根　　　　　　　　　	 W811-32
　文化元（1804）序　1 冊　美濃半　和

　　　　◇

桂菴和尚家法倭点　桂菴（釈玄樹）　　	 W811-31
　刊　1 冊　美濃　和

　　　　　　812　語源

東雅　目録　第 1 冊　第 2 冊　新井君美　	 W812-1
　東京　吉川半七　明治 36（1903）3 冊　半紙　和

証意考　賀茂真淵　　　　　　　　　　　	 W812-2
　京都　林伊兵衛　寛政元（1789）1 冊　美濃　和

　　　　　　813　辞書

匠材集　4 巻　〔里村紹巴〕　　　　　　	 W813-89
　刊　1 冊　20.5 × 13.5　和

匠材集　第 2　　　　　　　　　　　　	 W813-89 イ
　刊　1 冊　半紙　郭

荻のしをり　下　　　　　　　　　　　	 W813-90
　大坂　鴈金屋庄兵衛　元禄 5（1692）1 冊　和

荻のしをり（詞林綱目）上下　中堀僖菴編	 W813-91
　大阪　柏原屋清右衛門　天明4（1784）2冊　半紙半　和

荻のしをり（詞林綱目）下　　　　	 W813-91 イ
　大坂　柏原屋清右衛門　天明4（1784）再版（初版享保

3（1718）1冊　半紙半　和

大和詞大全　　　　　　　　　　　　　	 W813-92
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　京都　菱屋治兵衛　宝暦 6（1756）1 冊　半紙半　和

詞葉新雅　初編　北辺成寿（富士谷御杖）	 W813-12 イ
　京都　葛西市郎兵衛　寛政4（1792）1冊　半紙半　和

詞葉新雅　初編　北辺成寿（富士谷御杖）	 W813-12 ロ
　京都　葛西市郎兵衛　寛政4（1792）1冊　半紙半　和

袖中大和言葉　富草屋主人　　　　　　	 W813-93
　大坂　河内屋源七郎　文政2（1819）1冊　9.0×11.4　和

古言訳解　萩原広道編　　　　　	 W813-94
　大阪　河内屋吉兵衛　嘉永4（1851）1冊　半紙半　和
　（弘前藩学校旧蔵）

　　　　◇

いろは節用集　　　　　　　　　　　　　	 W813-36
　大阪　木屋伊兵衛　安政 5（1858）1 冊　美濃半　和

増補早引いろは節用集　　　　　　　　　	 W813-37
　刊　1 冊　半紙半　和

〔いろは早引大全〕　　　　　　　　　	 W813-39
　刊　1 冊　美濃半　和

永代節用大全無尽蔵　　　　　　　　　	 W813-40
　刊　1 冊　美濃　和

広大節用字林大成　　　　　　　　　　	 W813-41
　刊　1 冊　美濃　和

合類節用集諺解　　　　　　　　　　　	 W813-42
　松会　貞享 5（1688）1 冊　美濃　和

新増節用四海節用錦繍嚢　東嬰子　　　　　	 W813-43
　享保 19（1734）1 冊　美濃　和

川毎節用錦繍嚢　　　　　　　　　　　	 W813-44
　刊　1 冊　半紙　和

万家日用字引大全　〔田宮橘庵〕編　　　　	 W813-38
　文化 3（1806）1 冊　美濃半　和

字宝節用集千金蔵（満喜節用僊鶴台）　	 W813-45
　江戸　鶴屋喜右衛門　文政元（1818）1冊　美濃半　和

字宝節用集千金蔵　　　　　　　　　　	 W813-46
　刊　1 冊　美濃半　和

字宝早引節用集　　　　　　　　　　　	 W813-47
　江戸　吉田屋文三郎　安政4（1857）1冊　美濃半　和

森羅万象要字海（増続節用不求人）　　　　　	 W813-48
　刊　1 冊　美濃　和

大栄節用福寿蔵　　　　　　　　　　　	 W813-49
　刊　1 冊　美濃　和

大全早宇引節用集　　　　　　　　　　	 W813-50
　刊　1 冊　美濃半　和

通俗節用集類聚宝（大増字節用集）　　	 W813-51
　刊　1 冊　美濃　和

増補頭書二行節用集　　　　　　　　　　	 W813-52
　刊　1 冊　美濃　和

増補改正早引節用集　　　　　　　　　　　　	W813-53
　大阪　村上伊兵衛　宝暦 12（1762）9.0 × 15.5　和

増補改正早引節用集　　　　　　　　	 W813-54
　明和 5（1768）1 冊　8.7 × 15.5　和

早引節用集　　　　　　　　　　　　　	 W813-55
　刊　1 冊　8.8 × 15.6　和

早引節用集（増補改正）　　　　　　　	 W813-56
　大沢　柏原屋与左衛門　刊　1 冊　半紙半　和

増補改正早引節用集　　　　　　　　　	 W813-57
　大阪　柏原屋与左衛門　刊　1 冊　半紙半　和

増補改正早引節用集　　　　　　　　	 W813-58
　文化 12（1815）1 冊　半紙半　和

増補早引節用集　　　　　　　　　　　　　	 W813-59
　江戸　文江堂　安政 3（1856）1 冊　12.3 × 8.7　和

絵見出早引節用集　　　　　　　　　　　　　	W813-60
　刊　1 冊　15.6 × 7.5　和

世用万倍早引大節用集　　　　　　　	 W813-61
　名古屋　菱屋理兵衛　文化6（1809）1冊　美濃半　和

世用万倍早引大節用集　　　　　　	 W813-61 イ
　名古屋　菱屋理兵衛　文化6（1809）1冊　美濃半　和

早引万代節用集　　　　　　　　　　　	 W813-62
　江戸　吉田屋久三郎　嘉永6（1857）1冊　半紙半　和

早引文字通　松亭金水（中村保定）編　　	 W813-25
　江戸　錦森堂　弘化 4（1847）1 冊　美濃半　和

早引文字通　松亭金水（中村保定）編　	 W813-25 イ
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　江戸　森屋治郎兵衛　弘化4（1847）1冊　半紙半　和

早引文字通　松亭金水（中村保定）編　	 W813-25 ロ
　江戸　森屋治郎兵衛　弘化4（1847）1冊　半紙半　和

早引文字通　　　　　　　　　　　　　	 W813-98
　江戸　錦森堂　弘化 4（1847）1 冊　半紙半　和

万国通用要字選（万図節用）　　　　　	 W813-63
　刊　1 冊　美濃　和

増補改正満字節用錦字選　中村三近子（平五）	 W813-64
　寛政 6（1794）1 冊　美濃　和

倭節用悉改嚢（二行両点）　　　　　　	 W813-65
　刊　1 冊　美濃　和

倭漢節用無双嚢（倭漢節用集）　　　　	 W813-66
　刊　1 冊　美濃　和

和漢音釈書言字考節用集（合類大節用集）　10 巻（巻 2 欠）
　駒谷散人（槇島昭武）編　	 W813-67
　江戸　村上又三郎　享保 2（1717）12 冊　半紙　和

和漢音釈書言字考節用集（増補合類大節用集）10 巻
　駒谷散人（槇島昭式）編	 W813-68
　大坂　本屋又兵衛　明和3（1766）再版（初版享保2

（1717）13冊　半紙　和

　　　　◇

書言俗解　巻 1,2（6 巻ノ内）　〔榊原玄輔〕	 W813-83
　刊　1 冊　半紙　和

和爾雅　8 巻（巻 2 欠）貝原好古　　　　	 W813-84

　大井七郎兵衛　元禄 7（1694）2 冊　半紙　和

和爾雅　巻 4 〜 6　貝原好古編　　　　	 W813-84 イ
　刊　1 冊　半紙　和

儒仏雑註漢語大和故事　巻 3（5 巻ノ内）　　　	W813-85
　〔蔀遊燕〕
　刊　1 冊　半紙　和

経書字弁　2 巻　古市興孝（剛）編　　　	 W813-34
　元禄 11（1698）2 冊　半紙半　和

和漢故事要言　巻 2,3　　　　　　　　	 W813-86
　刊　3 冊　半紙　和

本朝俚諺　巻 1 上下　巻 2 上下　　　　　	 W813-35
　井沢蟠龍子（井沢長季）編
　正徳 4（1714）2 冊　半紙　和

文藻行潦　3 巻　山本信有　　　　　　	 W813-97
　江戸　西村源六　天明2（1782）8冊　16.0×11.2　和

画引小説字彙　秋水園主人編　　　　　　	 W813-88
　大阪　秋田屋市兵衛　天明4（1784）1冊　半紙半　和

事物異名類編　7 巻　荒井甲四郎（公履）編	 W813-87
　江戸　青雲堂　文久元（1861）2 冊　半紙　和

異名集　　　　　　　　　　　　　　　	 W813-96
　刊　1 冊　半紙　和

書用弁明字引　望月信陽編　　　　　　	 W813-95
　江戸　積玉堂　刊　1 冊　半紙半　和

　　　　◇

字集便覧（和字彙）（8,9 画欠）　　　　	 W813-69
　承応 2（1653）8 冊　美濃　和

増続大広益会玉篇大全　毛利貞斎編　　	 W813-70
　大阪　柳原喜兵衛　嘉永 7（1854）12 冊　半紙　和

改正増字以呂波韻（詩聯大成以呂波韻）　　	 W813-18 イ
　上巻　清地以立
　刊　1 冊　半紙　和

改正増益字林玉篇大成　北山友雪補　　	 W813-71
　文叢堂　寛延 3（1750）1 冊　半紙半　和

大広益会玉篇大全　10 巻　　　　　　　	 W813-72
　京都　九星堂　寛政 3（1791）2 冊　半紙　和

実字解　3 巻　二編 3 巻（下巻欠）　　　	 W813-24
　皆川淇園（愿）
　寛政 3（1791）5 冊　半紙　和

新増字林玉篇大全　〔鎌田禎〕編　　　　	 W813-73
　刊　1 冊　美濃半　和

四声字林集韻大全　鎌田禎編　　　　　	 W813-74
　刊　1 冊　横小　和

広益正字通　鎌田環斎（禎）　　　　　	 W813-75
　大坂　松村九兵衛　明治9（1876）4刻　1冊　半紙半　和

三音四声字貫　　　　　　　　　　　　　	 W813-99
　高井思明（伴寛）編　市川清流校正
　東京　山中喜太郎　明治 11（1878）4 冊　半紙半　和

新鐫校正増補字林玉篇大全　　　　　　　　　	W813-81
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　三浦道斎（茂樹）編
　明治 25（1892）1 冊　美濃半　和

四声正韻字林大全　　　　　　　　　　	 W813-76
　刊　1 冊　美濃半　和

刪定増補小字彙　　　　　　　　　　　	 W813-77
　刊　1 冊　7.5 × 11.0　和

新撰字解　岩崎茂実編　　　　　　　　	 W813-26
　明治 6（1873）序　1 冊　8 × 17　和

新撰字林玉篇　橋爪貫一編　　　　　　	 W813-27
　東京　稲田佐兵衛　明治 10（1877）1 冊　美濃半　和

新撰字林玉篇　橋爪貫一編　　　　　	 W813-27 イ
　東京　稲田佐兵衛　明治 10（1877）1 冊　美濃半　和

歴史文章字引　原田由己編　　　　　　	 W813-78
　東京　万薀堂　明治 11（1878）序　1 冊　半紙半　和

東京新刻広益会玉篇　竹原鼎編　　　　	 W813-28
　長岡　目黒十郎　明治 21（1888）1 冊　半紙半　和

袖珍新刻四声玉篇　竹原鼎編　　　　　　　	 W813-100
　東京　目黒甚七　明治32（1899）3版（初版明治12）
　1冊　12.7×8.7　和

和漢史略玉篇大全　11 巻　原田二郎編	 W813-29
　東京　慶雲堂　明治 14（1881）2 冊　半紙半　和

鼇頭校正東京玉篇大全　木山鴻吉篇　　	 W813-30
　東京　東生亀治郎　明治 17（1884）1 冊　半紙半　和

四声音訓万通字林玉篇　藤田善平編　　　　	 W813-31

　大阪　此村庄助　明治 18（1885）1 冊　美濃半　和

字海　下集　市川盈編　　　　　　　　	 W813-79
　東京　山中孝之典　明治18（1885）1冊　18.5×12.5　和

帝国会玉篇　森昌作編　　　　　　　　	 W813-32
　東京　松栄堂　明治 33（1900）1 冊　半紙半　和

海内無双実益字典　片谷耕作編　　　　	 W813-33
　東京　明治堂　明治 29（1896）1 冊　12 × 18　和

帝国字典　間仲正修編　　　　　　　　	 W813-80
　東京　水野慶次郎　明治 30（1897）1 冊　美濃半　和

帝国大字典　片谷耕作編　　　　　　　	 W813-82
　〔明治刊〕1 冊　美濃半　和

　　　　　　814　語彙論

掌中名物類編　松易遷庸斎編　　　　　　　	 W814-8
　江戸　備中屋伝蔵　嘉永元（1848）序　1冊　横小　和

新令字解　荻田嘯編　　　　　　　　　　	 W814-9
　東京　須原屋茂兵衛　明治元（1868）1 冊　横小　和

新令字解　荻田嘯編　　　　　　　　　	 W814-10
　写（明治）1 冊　横小　和

童蒙必読漢語図解　初編　3 編　弄月亭編　　	 W814-11
　東京　文玉堂・文麟堂　刊　2 冊　半紙半　和

童蒙必読漢語図解　第 3 編　弄月亭編　　　	W814-11 イ
　東京　文玉堂・文麟堂　刊　1 冊　半紙半　和

重字訓・熟字訓　　　　　　　　　　　　	 W814-7

　写　1 冊　半紙半　和

　　　　　　815　文法

定家卿てにをは　　　　　　　　　　　	 W815-26
　元禄 13（1700）写　1 冊　美濃　和

てにをは秘伝書　法印玄旨（細川藤孝）	 W815-25
　写　1 冊　半紙　和

訓瓊綸　7 巻　本居宣長　　　　　　　　	 W815-20
　松坂　柏屋兵助　文政 12（1829）2 冊　美濃　和

訓瓊綸　6 巻 ,7 巻〔本居宣長〕　　　　	 W815-24
　江戸　須原屋茂兵衛　文政 12（1829）2 冊　美濃　和
　（稽古館旧蔵）

詞のやちくさ　3 巻　珠阿弥（元木網）	 W815-18
　江戸　万笈堂　刊　3 冊　半紙　和

紐鏡うつし詞　市岡孟彦　　　　　　　	 W815-23
　享和 4（1804）1 冊　半紙半　和

てにをはしつのをたまき　牛尾養庵　　	 W815-19
　文政 2（1822）序　1 冊　半紙　和

さし出の磯・磯乃洲崎　釈義門　　　　	 W815-17
　大坂　河内屋儀助　天保 14（1843）美濃　和

語彙活語指掌　文部省編　　　　　　	 W815-13 ロ
　東京　開成堂　明治 17（1884）1 冊　美濃　和

語彙活語指掌　〔文部省〕編輯寮　　　	 W815-13 ハ
　東京　開成堂･中外堂　明治17（1884）1冊　美濃　和
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語彙別記　2 巻　文部省編　　　　　	 W815-14 イ
　東京　開成堂　明治 17（1884）1 冊　美濃　和

語彙別記　2 巻　文部省編　　　　　	 W815-14 ロ
　東京　開成堂　明治 17（1884）1 冊　美濃　和

語彙別記　2 巻　文部省編　　　　　　	 W815-14 ハ
　東京　開成堂　明治 17（1884）1 冊　美濃　和

文法詳論　上巻下巻　鴻斎（石川英）　	 W815-21
　東京　博文館　明治26（1893）再版（初版明治17）
　2冊　半紙　和

続文法詳論　上巻下巻　石川鴻斎（英）編	 W815-22
　東京　博文館　明治26（1893）再版（初版明治17）
　2冊　半紙　和

　　　　　　816　作文

和歌枕詞補註　2 巻　尾崎雅嘉　　　　	 W816-170
　大阪　文栄堂　刊　2 冊　半紙半　和

　　　　◇

書翰初学抄　3 巻　　　　　　　　　　　　　	 W816-76
　寛文元（1661）1 冊　美濃　和

書翰初学抄　3 巻　　　　　　　　　　　	 W816-77
　京都　中川茂兵衛　天和 4（1684）1 冊　半紙　和

書翰初学抄　3 巻　　　　　　　　　　　	 W816-78
　刊　1 冊　半紙　和

簡礼集　巻 10　　　　　　　　　　　	 W816-31
　京都　辻本勘兵衛　寛文 6（1666）1 冊　美濃　和

翰墨蒙訓　巻 1　白石子（新井君美）　	 W816-167
　京都　柳枝軒　貞享 5（1688）1 冊　美濃　和

手本重宝記　巻 5,6　　　　　　　　　	 W816-32
　元禄 8（1696）2 冊　半紙　和

〔消息文例〕　　　　　　　　　　　　　　　	 W816-171
　須原屋茂兵衛　享保 7（1722）1 冊　半紙　和

新用文　　　　　　　　　　　　　　　	 W816-79
　〔延享刊〕1 冊　美濃　和

新用文　　　　　　　　　　　　　　　　	 W816-80
　刊　1 冊　美濃　和

発蒙書柬式　小宮山昌世編　　　　　　	 W816-33
　京都　茨城多佐衛門　宝暦 5（1755）1 冊　美濃　和

尺牘筌　木煥卿（鈴木兵卿）　　　　　	 W816-68
　明和 5（1768）1 冊　半紙半　和

尺牘語式　2 巻　釈蕉中（顕常）　　　	 W816-114
　刊　2 冊　半紙　和

明和新刻用文章　　　　　　　　　　　	 W816-81
　刊　1 冊　美濃　和

尺牘彙材　5 巻　戸崎淡園（允明）　　　	 W816-34
　東京　須原屋伊八　文化 5（1808）1 冊　美濃半　和

万手形案文　　　　　　　　　　　　　	 W816-82
　大坂　河内屋永助　寛政 6（1794）半紙　和

諸国書状指　　　　　　　　　　　　　　　	 W816-92

　江戸　鶴屋金助　文化 10（1813）1 冊　半紙半　和

即席必用書通案文　赤城周之書　　　　　　　	W816-83
　尾張　永楽屋東四郎　寛政 13（1801）1 冊　半紙　和

諸通文鑑　上　〔戸田栄治書〕　　　　　	 W816-35
　刊　1 冊　半紙半　和

手紙之文言　　　　　　　　　　　　　　	 W816-84
　十返舎一九（重田貞一）編　松羅堂書
　江戸　西村屋与八　文政 7（1824）1 冊　美濃半　和

手紙之文言　　　　　　　　　　　　	 W816-85
　十返舎一九（重田貞一）編　松蔭堂書
　江戸　西村屋与八　天保 3（1832）1 冊　美濃半　和

諸氏通用手紙之文言　　　　　　　　　　　　	W816-86
　十返斎（重田一九）編　松蔭堂書
　江度　吉田屋文三郎板　文久2（1862）6刻（初刻享保

2（1717）　1冊　半紙半　和

通用早便錦宝用文章　　　　　　	 W816-87
　十返舎一九（重田貞一）編
　東京　錦耕堂　安政 6（1859）1 冊　半紙半　和

商人書状蔵　松岡成章書　　　　　　	 W816-168
　文化元（1804）1 冊　半紙　和

商人書状蔵　　　　　　　　　　　　　	 W816-88
　刊　1 冊　美濃　和

手簡裁判　安岡文龍編　　　　　　　	 W816-11 イ
　江戸　山田佐助蔵　文化 2（1805）1 冊　半紙半　和

町人書状鑑　　　　　　　　　　　　　	 W816-89
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　京都　梅村伊兵衛　文化 7（1810）1 冊　半紙　和

手紙之案文　　　　　　　　　　　　　	 W816-90
　仙台　伊勢屋半右衛門　文化8（1811）1冊　美濃半　和

御家支流日用文章　　　　　　　　　　	 W816-91
　文化 9（1812）写　1 冊　半紙倍　和

書状指　　　　　　　　　　　　　　　	 W816-100
　江戸　英文蔵版　嘉永 2（1849）1 冊　半紙半　和

童子手習書状鑑　　　　　　　　　　　	 W816-93
　江戸　錦森堂　文化 10（1813）1 冊　半紙半　和

長雄文章達筆　長雄東子書　　　　　	 W816-102
　江戸　鶴屋金助　文化 10（1813）1 冊　半紙　和

民家用文章　臨泉堂書　　　　　　　　	 W816-98
　江戸　甘泉堂　天保 7（1836）1 冊　半紙　和

早引用文（大全一筆啓上）　　　　　	 W816-94
　式亭三馬編　臨泉堂筆
　江戸　錦森堂　1 冊　美濃　和

一筆啓上早引用文　式亭三馬編　青木臨泉堂書	W816-95
　江戸　錦森堂　嘉永7（1854）9刻（初版文化11（1814）

1冊　半紙半　和

世俗通用一筆啓上　式亭三馬撰　臨泉堂筆	 W816-95 イ
　江戸　森屋治兵衛　嘉永 3（1850）1 冊　半紙半　和

世俗通用一筆啓上　式亭三馬撰　臨泉堂筆	 W816-95 ロ
　江戸　森屋治兵衛　嘉永 8（1850）1 冊　半紙半　和

世俗通用一啓示上　式亭三馬撰　臨泉堂筆　	 W816-103

　江戸　森屋治兵衛　万延元（1860）1 冊　半紙半　和

世俗通用一筆啓上　式亭三馬撰　臨泉堂筆	 W816-103 イ
　江戸　森屋治兵衛　万延元（1860）1 冊　半紙半　和

町人取遣状　西川閑斎書　　　　　　　	 W816-96
　京都　五書堂　刊　1 冊　半紙　和

鶴寿用文章　内山松陰堂書　　　　　　	 W816-97
　江戸　仙鶴堂　慶応 4（1868）1 冊　半紙半　和

雅俗要文　滝沢馬琴（解）　　　　　　	 W816-99
　江戸　青雲堂　天保 12（1841）序　1 冊　半紙半　和

雅俗要文　曲亭馬琴（滝沢解）　　　	 W816-99 イ
　江戸　青雲堂　天保 12（1841）序　1 冊　半紙半　和

御家日用文章　林泉堂（竹内嶂山）書　　　	 W816-101
　江戸　山崎屋　文久元（1861）1 冊　半紙　和

　　　　◇

世俗通用一筆啓上　梅泉堂筆　　　　	 W816-104
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

世俗通用一筆啓上　梅泉堂筆　　　　	 W816-104 イ
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

世俗通用一筆啓上　　　　　　　　	 W816-105
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

世俗通用一筆啓上　　　　	 W816-105 イ
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

世俗通用一筆啓上　　　	 W816-105 ロ

　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

当時通用一筆啓上　中村翠雲堂筆　　　　　	 W816-106
　江戸　山城屋平助　刊　1 冊　半紙半　和

大全用文章　橘正敬書　　　　　　　	 W816-115
　刊　1 冊　美濃　和

手紙証文集　　　　　　　　　　　　　	 W816-116
　江戸　紫玉堂　刊　1 冊　半紙半　和

年中用文章　　　　　　　　　　　　　	 W816-118
　江戸　錦森堂板　刊　1 冊　半紙半　和

年中用文章　　　　　　　　　　　　	 W816-118 イ
　江戸　錦森堂板　刊　1 冊　半紙半　和

筆海用文　中　　　　　　　　　　　	 W816-119
　刊　1 冊　美濃　和

文通書用字使蔵　　　　　　　　　　　	 W816-69
　写　1 冊　美濃　和

本朝通翰　　　　　　　　　　　　　　	 W816-38
　写　1 冊　半紙　和

尺牘筌　　　　　　　　　　　　　　　	 W816-166
　写　1 冊　美濃　和

永代用文　　　　　　　　　　　　　	 W816-109
　刊　1 冊　半紙半　和

作文要記　　　　　　　　　　　　　　	 W816-110
　写　1 冊　半紙半　和
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春夏秋冬　　　　　　　　　　　　　	 W816-111
　写　4 冊　美濃　和

御家書状用文平形鑑　　　　　　　　　　	 W816-112
　刊　1 冊　半紙　和

諸用文通　申椒堂　　　　　　　　　　	 W816-37
　刊　1 冊　半紙　和

新増用文章　　　　　　　　　　　　　	 W816-113
　刊　1 冊　美濃　和

新板用文章　　　　　　　　　　　　　	 W816-169
　刊　1 冊　美濃　和

当時通用万代用文章　中村翠雲堂筆　　　　	 W816-107
　江戸　森屋治兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

当時通用万代用文章　中村翠雲堂筆　　　	 W816-108
　江戸　錦森堂　刊　1 冊　半紙半　和

万代用文章　下巻　　　　　　　　　	 W816-120
　刊 1　冊　美濃　和

漢語用文章　条野孝茂　　　　　　　　	 W816-121
　東京　藤岡屋慶次郎　明治5（1872）1冊　半紙半　和

花月問答　　　　　　　　　　　　　　　	 W816-122
　東京　和泉屋市兵衛　明治 5（1872）1 冊　半紙　和

漢和用文　瀬尾随波　　　　　　　　　	 W816-123
　東京　又日堂　明治 5（1872）1 冊　半紙半　和

方今必用漢和用文　瀬尾随波　　　　　	 W816-40
　東京　木村文三郎　明治8（1875）再版　1冊　美濃半　和

和漢文章早弁利　山崎為山編　　　　	 W816-124
　東京　山崎屋清七　明治 5（1872）1 冊　半紙半　和

習字私用文章　黒田行元著　川瀬白巌書	 W816-125
　文明書楼　明治 6（1873）1 冊　半紙　和

新撰十二月用文　上〔巻〕　菱潭書　　　　	 W816-126
　明治 7（1874）1 冊　半紙　和

漢語書帖自在　巻上　青木輔清編　　　	 W816-70
　甘泉堂　明治 7（1874）1 冊　半紙半　和

開化新撰用文　巻菱潭編　　　　　　　	 W816-127
　東京　金幸堂　明治 8（1875）1 冊　半紙　和

頭書類語日用文法解　上下　酒井暉晁編　	 W816-128
　大阪　田原文明堂　明治 8（1875）2 冊　半紙　和

一新要文　上下　高畠藍泉　　　　　	 W816-129
　東京　武田伝右衛門　明治 8（1875）1 冊　半紙　和

一新要文　上下　高畠藍泉　　　　	 W816-129 イ
　東京　武田伝右衛門　明治 8（1875）1 冊　半紙　和

大全諸証文例　三谷演編　　　　　　　	 W816-130
　東京　書籍商館　明治 8（1875）1 冊　美濃半　和

通俗文章　太田代恒徳　　　　　　　　	 W816-135
　東京　耕文堂　明治 9（1876）2 冊　半紙半　和

開化案文　村田徽典　　　　　　　　　	 W816-136
　東京　錦耕堂　明治 9（1876）1 冊　半紙半　和

開化案文　村田徽典　　　　　　　　	 W816-136 イ

　東京　錦耕堂　明治 9（1876）1 冊　半紙半　和

公私必要文章　宗国夫　　　　　　　	 W816-117
　東京　伊藤岩次郎　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

作文階梯　巻上下　西野古海　　　　	 W816-137
　東京　山崎清七　明治9（1876）刊　2冊　半紙半　和

作文啓上　3 巻　西野古海　　　　　　	 W816-138
　東京　山川応之　明治 10（1877）3 冊　半紙　和

文機活法　関口宇之輔（有定）　　　　	 W816-41
　東京　山岸佐吉　明治 9（1876）1 冊　美濃半　和

文機活法　関口宇之輔（有定）　　　　	 W816-132
　東京　有隣堂　明治13（1880）再刻（初版明治10）
　1冊　半紙半　和

文機活法　関口有定　　　　　　　　	 W816-131
　東京　山岸佐吉　明治 9（1876）1 冊　半紙半　和

明治文抄　3 巻　高橋易直編　　　　　　	 W816-42
　東京　山中孝之助　明治 10（1877）8 冊　半紙　和

明治文抄　3 巻　読 4 巻　高橋易直編　　	 W816-165
　東京　山中北郎　明治 10（1877）2 冊　半紙　和

今体名家文抄　5 巻　土居光華編　　　	 W816-139
　内藤書屋　明治 11（1878）3 冊　半紙　和

続今体名家文抄　5 巻　土居光華編　　	 W816-140
　東京　小林新造　明治 10（1877）3 冊　半紙　和

今体名家文抄拾遣　土居光華編　　　	 W816-141
　東京　有村壮一　明治 11（1878）3 冊　半紙　和



和 装 本 目 録 ３

61

開化必要文章　下　藤掛貴重編　　　	 W816-172
　江戸　山中市兵衛　明治 11（1878）1 冊　半紙　和

新撰作文近世日用文　上下　前田孝典編　　	 W816-144
　大阪　青木恒三郎　明治 11（1878）1 冊　半紙半　和

新撰作文近世日用文　上下　前田孝典編　	 W816-144 イ
　大阪　青木恒三郎　明治 11（1878）1 冊　半紙半　和

日用漢語朝野用文　三尾重定編　　　　　　	 W816-142
　東京　東崖堂　明治 11（1878）1 冊　半紙　和

字義註解和漢作文大成（大増補朝野用文）2 巻	W816-143
　三尾重定編
　東京大阪　東崖堂　明治15（1882）（初版明治11）
　1冊　半紙　和

評点小文軌範　6 巻　続 4 巻　上野道之助編	W816-20 イ
　東京　小林新造　明治11,12（1878,79）5冊　美濃半　和

文語良材　初編　2 編　佐藤益太郎編　	 W816-145
　東京　大角豊治郎　明治 12（1879）2 冊　半紙　和

熟語類纂諭説記事簡牘文例　上下　今井匡之	 W816-147
　東京　山中孝之助　明治 13（1880）2 冊　半紙半　和

雅俗文章　中島茂洲　　　　　　　　	 W816-146
　東京　奎文堂　明治 13（1880）1 冊　半紙半　和

続文機活法　中井豊亨　　　　　　　	 W816-133
　東京　有隣堂　明治 13（1880）1 冊　半紙半　和

続二文機活法　佐藤益太郎　　　　　	 W816-134
　東京　有隣堂　明治 14（1881）1 冊　半紙半　和

雅俗日用文　栗原穉松編　　　　　　　	 W816-148
　東京　辻岡文助　明治 14（1881）1 冊　美濃半　和

日本文章大成　上下　原田機一編書　	 W816-149
　東京　山中市兵衛　明治 14（1881）2 冊　半紙　和

本朝文範　上下（中巻欠）　　　　	 W816-23 イ
　稲垣千頴　松岡太愿共編
　東京　山中市兵衛　明治 15（1882）2 冊　半紙　和

雅俗一新要文　高畠藍泉　　　　　　　　	 W816-150
　東京　武田伝右衛門　明治 15（1882）1 冊　半紙　和

雅俗一新要文　高畠藍泉　　　　　　　	 W816-150 イ
　東京　武田伝右衛門　明治 15（1882）1 冊　半紙　和

雅俗一新要文　高畠藍泉　　　　　　　	 W816-150 ロ
　東京　武田伝右衛門　明治 15（1882）1 冊　半紙　和

漢和記事諭説文例　巻下　藤井翠圃編	 W816-151
　大阪　浜本伊三郎　明治 15（1882）1 冊　半紙半　和

商家用文五百題　上下　谷合弥作編　	 W816-152
　東京　山中喜太郎　明治 15（1882）2 冊　半紙半　和

普通広益明良用文　福岡広業　　　　　　　	 W816-50
　大阪　玉渕堂　明治 15（1882）序　1 冊　半紙　和

魁華要文章　山本幸吉編　　　　　　	 W816-153
　東京　須原屋伊八　明治 16（1883）1 冊　半紙半　和

和文軌範　巻 1, ２　里見義　　　　　　	 W816-72
　東京　辻謙之介　明治 16（1883）2 冊　半紙　和

記事論説高等習文軌範　巻下　小笠原重明編	 W816-154
　東京　東生亀治郎　明治 18（1885）1 冊　半紙半　和

万民必携作文独稽古　嵩村道高編　　　　　	 W816-156
　東京　東崖堂　明治 21（1888）1 冊　半紙　和

十二月用文　久保田梁山編　　　　　　	 W816-155
　東京　目黒支店　明治21（1888）再版（初版明治11）

1冊　半紙　和

記事論説高等作文軌範　上下　桜井貢編　　	 W816-157
　東京　順成堂　明治 26（1893）2 冊　半紙半　和

筆のゆきかひ　上　関根正直　　　　　	 W816-56
　東京　大倉書店　明治 26（1893）1 冊　美濃　和

手紙之文　小野鵞堂（鐗之助）　　　　	 W816-160
　東京　吉川弘文館　明治43（1910）新訂10版（初版明

治26）1冊　半紙　和

実益活用帝国新用文大全　葉若茂編　　　　	 W816-158
　東京　林甲子太郎　明治 28（1895）1 冊　半紙　和

学生必携用文独案内　岡本鼎峰編　　　	 W816-73
　東京　榊原友吉　明治 29（1896）1 冊　半紙　和

四季用文　稲川春編　　　　　　　　	 W816-159
　東京　吉川清右衛門　明治 30（1897）1 冊　半紙　和

新編書簡文例　　　　　　　　　　　　	 W816-163
　中邨秋香著　小野鵞堂（鐗之助）筆
　東京　前川文栄閣　明治 34（1901）1 冊　半紙　和

新案はがき用文　小野鵞堂（鐗之助）　　　	 W816-75
　東京　吉川弘文館　明治 38（1905）1 冊　半紙　和
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習字兼用日用文　小野鵞堂（鐗之助）編　　　W816-161
　名古屋　川瀬書店　大正4（1915）20版（初版明治38

（1905）1冊　半紙　和

新撰書翰文　稲川春編　　　　　　　　　　	 W816-63
　東京　吉川清右衛門　明治 42（1909）1 冊　半紙　和

習字兼用三体手紙之文　　　　　　　	 W816-162
　大町桂月（芳衛）著　玉木愛石（本三郎）書
　東京　精華堂書店　大正2（1913）訂正3版（初版明治

45（1912）1冊　半紙　和

作文三千題　巻 2　榧木甚三郎　　　　	 W816-65
　明治刊　1 冊　美濃半　和

習字兼用最新書翰文　井上頼圀著　日高秩父書	W816-67
　東京　精華堂　大正 3（1914）序　1 冊　半紙　和

実用書翰文　西脇呉石（静）編　　　　	 W816-164
　東京　丸長書房　大正 12（1923）1 冊　半紙　和

　　　　◇

女用書通案文（女要文章福寿台）（絵入）	 W816-36
　戸田玄泉堂（正栄）筆
　大阪　文金堂　刊　1 冊　美濃　和

〔女用文〕　　　　　　　　　　　　　　　	 W816-39
　写　1 冊　美濃半　和

小学教科女用文　三尾重定述　　　　　　　	 W816-43
　東京　富田彦次郎　明治 11（1878）1 冊　半紙　和

開化女用文章　稲村城山（虎三郎）　　	 W816-52

　長岡　目黒十郎　明治 21（1888）（初版明治 11）1 冊
　半紙　和

開化小学女日用文例　附裁縫独稽古　内藤正明	W816-55
　明治 24（1891）（明治 11 序）1 冊　半紙　和

女子十二月用文　宮本興晃　　　　　　	 W816-44
　東京　浜島精三郎　明治 12（1879）1 冊　美濃半　和

女小学用文　藤懸貴重編　　　　　　　	 W816-53
　長岡　目黒十郎　明治 21（1888）（初版明治 12）1 冊
　半紙　和

女子消息文範　巻上　小原燕子　　　　	 W816-45
　〔東京〕松栄堂　明治 13（1880）1 冊　半紙　和

女四季用文章　谷壮太郎　　　　　　　	 W816-46
　東京　松田幸助　明治 13（1880）1 冊　美濃半　和

明治小学女用文章　宮本仲子　　　　　	 W816-47
　東京　蓑田屋精三郎　明治 14（1881）1 冊　半紙　和

女用文宝箱　島不苦子　　　　　　　　	 W816-48
　東京　大川錠吉　明治 15（1882）1 冊　美濃半　和

明治新女用文大成　上下　三輪鑒蔵　　　	 W816-49
　大阪　宮岡半助　明治 15（1882）2 冊　半紙　和

明治新女用文大成　下　三輪鑒蔵　　　	 W816-49 イ
　大阪　吉岡平助　明治 15（1882）1 冊　半紙　和

初等中等女子作文自在　巻下　川端俊達　　	 W816-51
　福岡　林斧介　明治 16（1883）1 冊　半紙　和

四季類語明治女用文　三尾重定編　　　　	 W816-25 イ

　東京　富田彦次郎　明治20（1887）再版（初版明治
19）1冊　半紙　和

婦女の玉章　久保田梁山　　　　　　　	 W816-54
　埼玉県北足立郡　長島為一郎　明治23（1890）1冊　

半紙　和

女子消息文かきふり　小野鵞堂（鐗之助）　　 W816-60
　東京　吉川弘文館　明治39（1906）10版（初版明治

24）1冊　半紙　和

女子手紙文　小野鵞堂　　　　　　　　	 W816-61
　東京　大倉書店　大正6（1917）43版（初版明治33）1

冊　半紙　和

女子消息文の手ほどき　　　　　　　　　　　	W816-64
　中邨秋香著　小野鵞堂（鐗之助）書
　東京　前川文栄閣　明治43（1910）3版（初版明治

36）1冊　半紙　和

普通用文婦女鑑　林甲子太郎編　　　　　	 W816-58
　東京　金桜堂　明治 26（1893）1 冊　美濃半　和

明治女子書簡文　大和田建樹編　　　　	 W816-57
　東京　博文館　明治 27（1894）1 冊　半紙　和

習字女子用文　原田真一　　　　　　　	 W816-59
　東京　文錦堂　明治34（1901）7版（初版明治27）1冊
　半紙　和

女子消息ゆきかひぶり　　　　　　　　　　　	W816-62
　平野のち著　岡田起作書
　東京　岩田僊太郎　明治 40（1907）1 冊　半紙　和

婦人重宝手紙の文　上　重田一九　　　　	 W816-66
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　東京　上田屋〔明治刊〕1 冊　美濃半　和

　　　　◇

〔艶文〕　　　　　　　　　　　　　　　	 W816-71
　刊　1 冊　美濃半　和

風流千話文（都々一・大津絵）上下　　	 W816-74
　刊　1 冊　半紙半　和

　　　　　　818　方言　俗語

物類称呼　巻 1 〜 5　越谷吾山（秀真）編	 W818-1
　大阪　河内屋嘉七　安永4（1775）序刊　2冊　半紙　和

　　　　　　819　アイヌ語

アイヌ語　　　　　　　　　　　　　　	 W819-1
　写　1 冊　半紙半（横）和

　　820　中国語

　　　　　　821　音韻　文字

校正韻鏡　上巻　（宋）張麟之編　清原宣賢校	 W821-11
　京都　川勝五郎右衛門　元禄9（1696）1冊　美濃　和

韻鏡字子（頭書韻鏡）3 巻　　　　　　	 W821-12
　長尾平兵衛　寛文 3（1663）2 冊　美濃　和

韻鏡字子　3 巻　　　　　　　　　　　　	 W821-12 イ
　長尾平兵衛　寛文 3（1663）刊　3 冊　美濃　和

諸説弁断韻鏡袖中秘伝鈔　巻 4,6　　　　　	 W821-14
　〔毛利貞斎〕（瑚珀）

　側　2 冊　半紙　和

韻鏡易解　4 巻　韻鏡字子列位　1 巻　釈盛典	 W821-15
　〔京都〕山口茂兵衛　享保 3（1718）2 冊　美濃　和

韻鏡易解改正（新増韻鏡易解大全）4 巻　韻鏡字子列位　
1 巻　釈盛典	 W821-23
　〔京都〕山口茂兵衛　元禄 12（1699）5 冊　美濃　和

韻鏡秘事抄　小亀益英　　　　　　　　	 W821-13
　京都　小亀三左衛門　寛文9（1669）1冊　半紙半　和

広金石韻府　5 巻　（明）林尚葵編　　　	 W821-22
　江戸　石倉屋喜兵衛　元文 2（1737）5 冊　美濃　和

笠翁詩韻　（清）李漁　　　　　　　　　	 W821-25
　江戸　須原伊八　寛政7（1795）1冊　10.3×18.7　和

韻会捷見　　　　　　　　　　　　　　	 W821-16
　〔京都〕村上平楽寺　寛文 11（1671）1 冊　半紙　和

増補註解詩韻含英　巻 9 〜 18　　　　　　　	 W821-19
　（清）劉文蔚編　谷喬補
　大阪　此村彦助　明治 12（1879）1 冊　小　和

詩韻含英異同弁　巻 1 〜 4　（清）劉文蔚編	 W821-24
　日本刊　1 冊　美濃半　和

詩韻含英異同弁校本　18 巻　　　　　　	 W821-27
　（清）劉文蔚編　大岡譲校
　大阪　中尾新助　明治 12（1879）4 冊　半紙半　和

発字便蒙解　平野幹　小川道記共編　　	 W821-17
　江戸　小川彦九郎・前川六左衛門　寛政7（1795）1冊
　半紙半　和

発字四声便蒙解　平〔野〕幹　小川道記共編	 W821-18
　写　1 冊　半紙　和

増訂掌中以呂波韻大全　　　　　　　　	 W821 ｰ 20
　刊　1 帖　5.8 × 16.9　折本

　　　　◇

漢隷字源（汲古閣本）5 巻　（宋）婁彦発（機）	 W821-21
　大坂　文政 6（1823）5 冊　美濃　和

隷八分詳説　〔沢田〕東里（千之）　　　	 W821-26
　写　1 冊　美濃　和

　　　　　　823　辞書

急就篇　（漢）史游　　　　　　　　　　　	 W823-9
　天保 8（1837）1 冊　美濃　和

増註頭書字彙　12 巻　首尾附各 1 巻　（已集１巻欠）
　（明）梅膺祚音釈　	 W823-5 イ
　刊　14 冊　美濃　和

訳筌（訳文筌蹄）初編巻首 ,2,3,6　　	 W823-10
　徂徠（荻生双松）編
　〔京都〕沢田吉左衛門　宝暦 3（1753）4 冊　半紙　和

　　　　　　825　文法

虚字註釈備考　　　　　　　　　　　　	 W825-10
　（清）張明徳（文炳）著　萩原裕点
　東京　玉石書房　明治 10（1877）1 冊　半紙半　和

訓蒙助語辞諺解大成　巻 1,2　毛利貞斎（瑚珀）	W825-11
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　刊　1 冊　半紙　和

助辞訳通　3 巻　岡白駒　　　　　　　　	 W825-12
　江戸　吉文字屋次郎兵衛　宝暦12（1762）3冊　半紙　和

助字輯訳　柴田利直編　　　　　　　　	 W825-15
　松本　青雲堂　明治 9（1876）1 冊　小　和

助語審象　上中下　三宅橘園（邦）編　　	 W825-13
　京都　藤井孫兵衛　明治 9（1876）3 冊　美濃半　和

開巻驚新作文用字明弁　岡三慶編　　　　　　	 W825-9
　東京　編者　明治 10（1877）1 冊　半紙　和

訓蒙助語類纂　上下　名和謙次編　　　　	 W825-14
　沼津　吉成寿三郎　明治 13（1880）2 冊　炎派半　和

　　　　　　827　読本　解釈　会話

訓訳示蒙　5 巻　物茂卿（荻生双松）　　	 W827-2
　大坂　敦賀屋九兵衛　明和 3（1766）2 冊　半紙　和

訓訳示蒙　5 巻　物茂郷（荻生双松）　	 W827-2 イ
　江戸　須原屋市兵衛　明和 3（1766）2 冊　半紙　和
　（稽古館旧蔵）

訓文須知　前集虚字部巻 3,5　松本愚山（慎）	 W827-3
　京都　西村吉兵衛　文化 5（1808）2 冊　半紙　和

亜細亜言語集　支那官話部 7 巻（巻 5,7 欠）	 W827-4
　広部精編
　東京　青山清吉　明治 13（1880）5 冊　半紙　和

　　　　　　830　英語

改正増補〔英和対訳袖珍辞書〕〔堀達之助編〕	 W833-1
　〔慶応 3〕（1867）1 冊　半紙　和

改正増補〔英和対訳袖珍辞書〕〔堀達之助編〕	 W833-2
　〔慶応 3〕（1867）1 冊　半紙　和

　　　　◇

通俗英単語　　　　　　　　　　　　　　	 W834-1
　明治 4（1871）序　1 冊　半紙半　和

　　　　◇

英文典直訳　永島貞次郎訳　　　　　　	 W835-1
　東京　慶応義塾　明治 3（1870）1 冊　美濃半　和

英文典　　　　　　　　　　　　　　　	 W835-2
　写　1 冊　美濃　和

　　　　　　849　その他のテュートン語

訳鍵　坤（Ｐ〜Ｚ）　〔藤林泰助〕（元紀）　	 W849-2
　刊　1 冊　半紙　和

利蘭辞典〔第 1〕（Ａ〜Ｆ）　可野松濤（亮）	 W849-3
　下学堂　安政 3（1856）1 冊　美濃　和

　　　　　　850　フランス語

仏語明要　4 巻　附 1 巻　村上英俊　　　	 W853-1
　達理堂蔵版　明治 3（1870）2 冊　美濃　和

900　文学

　　　　　　910　日本文学

花月新誌　第 51 〜 100 号　　　　　　　　	 W910-2
　東京　花月社　刊　5 冊　半紙半　和

花月新誌　第 11 〜 50,75 〜 85,90,94　　	 W910-2 イ
　花月社〔明治 12〕（1879）5 冊　美濃半　和

東京新誌　九春社編　　　　　　　　　	 W910-3
　東京　九春社　明治 11（1878）7 冊　半紙半　和
　内容：第92,95,100〜112,113〜117,118〜122,128〜

131

芳譚雑誌　愛善社　	 　　　　　　　　　　W910-4
　東京　愛善社　明治 16,17（1888,84）3 冊　半紙　和
　内容：第 328 〜 338,841 〜 850,357 〜 362

絵入人情雑誌　　　	 　　　　　　　　　　　　W910-5
　東京　東陽社　明治13〜16（1880〜83）4冊　半紙　和
　内容：第1〜12号,44,45,47号,163〜167号,168〜172号

　　　　　　911　詩歌

奥州塩竈松島舟中一覧（諸国名家詩歌述作）　　	W911-12
　茂木斎編
　仙台　前田屋茂吉　文政 2（1819）1 冊　半紙　和

塵塚塵　3 巻　蔵六菴甲亀（永田雲梯）　	 W911-2
　江戸　西村屋与八　天保 3（1832）1 冊　半紙　和

新編歌俳百人撰　柳下亭種員編　一陽斎豊国画	 W911-3
　江戸　紙屋徳八　嘉永 2（1849）1 冊　美濃半　和
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興風後集　近世名士遺草　城兼文編　　	 W911-4
　明治 2（1869）1 冊　半紙半　和

明治好音集　岡部啓五郎編　　　　　　　	 W911-6
　東京　太田金右衛門　明治 8（1875） 1 冊　半紙　和

明治好音集　岡部啓五郎編　　　　　　	 W9111-11
　東京　王厳堂　明治 8（1875）1 冊　半紙　和

明治英名百詠撰　笠亭主人（篠田久治郎）編	 W911-8
　東京　村上真助　明治 12（1879）1 冊　半紙半　和

千草之花　6 巻　高崎正風編　　　　　　	 W911-5
　東京　宮内省蔵版　明治 13（1880）6 冊　半紙　和

千草之花　6 巻　高崎正風編　　　　　	 W911-5 イ
　東京　宮内省蔵版　明治 13（1880）6 冊　半紙　和

彰功帖　下（警視抜刀隊死者追悼詩歌集）	 W911-9
　東京　明治 16（1883）1 冊　菊　和

秋田風雅集　第 4 〜 7 号　狩野徳蔵編　　	 W911-7
　明治 24（1891）1 冊　半紙　和

松籟帖（安生糸子七十賀）　安生順四郎編	 W911-10
　清洲村（栃木県上都賀郡）編者　明治 25（1892）1 冊
　半紙　和

玉砕集（足立美堅追悼詩歌集）　外崎覚編	 W911-13
　東京　莵道春千代　明治 42（1909）1 冊　半紙　和

　　　　　　911.1　和歌

清輔雑談集　巻上下　藤原清輔　　　	 W911.1-69
　貞享 2（1685）2 冊　半紙　和

用意御抄（八雲御抄末巻）　　　　	 W911.1-70
　享和 3（1803）写（星野素閑）1 冊　半紙　和

井蛙抄　6 巻（巻 4 〜 6 欠）〔釈頓阿〕	 W911.1-71
　文化 5（1808）写（松野直純）1 冊　半紙　和

徹書記物語　上下〔釈正徹〕　　　	 W911.1-72
　〔京都〕谷岡七左衛門　寛文 2（1662）1 冊　半紙　和

歌林良材集　坤〔一条兼良〕　　　	 W911.1-73
　刊　1 冊　美濃　和

増補和歌題林抄　上之 3, 下之 5　　	 W911.1-13 イ
　〔一条兼良編　北村季吟増補〕
　京都　北村四郎兵衛　宝永 3（1706）2 冊　半紙　和

増補和歌題林抄　上之 3　　　　　　	 W911.1-13
　刊（再版）1 冊　半紙　和

耳底記　3 巻　　　　　　　　　　　　　	 W911.1-74
　細川幽斎（藤孝）口述　烏丸光広記
　刊　1 冊　半紙　和

耳底記　巻 1,2　細川藤孝　　　　	 W911.1-74 イ
　刊　2 冊　半紙　和

春樹顕秘抄　釈玄旨（細川藤孝）　　	 W911.1-100
　写　1 冊　美濃　和

随葉集　10 巻　　　　　　　　　　　	 W911.1-90
　〔京都〕西村又左衛門　寛永14（1637）1冊　美濃半　和

歌林雑木抄　8 巻　〔有賀〕長伯　　　	 W911.1-75
　京都　下村長右衛門　元禄 9（1696）8 冊　半紙　和

和歌浜のまさこ　よみ方詞よせ　夏　恋上	 W911.1-76
　刊　2 冊　菊　和

和歌八重垣　巻 1　〔有賀長伯〕　　　	 W911.1-77
　元禄 13（1700）序刊　1 冊　半紙半　和

和歌八重垣　巻 1,2　〔有賀長伯〕　　	 W911.1-78
　刊　2 冊　半紙半　和

和歌八重垣　中下　　　　　　　　　	 W911.1-96
　写　2 冊　半紙半　和

初学和歌式　7 巻〔有賀長伯〕　　	 W911.1-79
　大坂　柏原清右衛門　正徳 3（1713）7 冊　半紙　和

初学和歌式　7 巻〔巻 3,7 欠〕〔有賀長伯〕	W9111.1-12 イ
　刊　5 冊　半紙　和

和歌之口伝　川澄頼行　　　　　　	 W911.1-103
　元文 4（1739）写　1 軸　巻子

磯の浪　2 巻　釈似雲　　　　　　　　　	 W911.1-93
　安政 4（1857）写　2 冊　半紙　和

虚詞考　　　　　　　　　　　　　	 W911.1-80
　大阪　小川屋六蔵　寛政元（1789）1 冊　半紙　和

和歌新呉竹集　2 巻　〔池永泰良〕　　	 W911.1-81
　文化 12（1815）序刊　2 冊　半紙半　和

歌辞要解　2 巻　伴資規補　　　　	 W911.1-23 イ
　江戸　須原屋平助　文化 3（1806）2 冊　美濃半　和

歌辞要解　上　木秀編　伴資規補　	 W911.1-23 ロ
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　文化 8（1806）1 冊　半紙半　和

今古和歌初学　巻 1,3,5 〜 8　鈴木重胤編	 W911.1-82
　弘化 3（1846）序刊　3 冊　美濃半　和

和歌言葉の千種　巻 6　　　　　　　	 W911.1-83
　刊　1 冊　半紙半　和

　　　　◇

歌書秘伝（貞徳十三箇条）　　　　	 W911.1-105
　写　1 冊　半紙　和

歌道編要集　　　　　　　　　　　　	 W911.1-101
　写　1 冊　美濃半　和

九美　　　　　　　　　　　　　　　	 W911.1-99
　写　1 冊　17.8 × 8.7　和

古今和歌二十三ケ条・三鳥之秘事・十六ケ条大事
　写　1 冊　半紙　和	 W911.1-95

和歌　1 〜 5　　　　　　　　	 W911.1-92
　写　1 冊　半紙　和

和歌小習之巻　　　　　　　　　　　　	 W911.1-97
　写　1 冊　美濃　和

和歌三紳三聖重々口訣　　　　　　　	 W911.1-94
　写　1 冊　半紙　和

和歌秘伝抄　上巻　　　　　　　　　	 W911.1-91
　写　1 冊　美濃　和

初学必携和歌独まなび　　　　　　　　　	 W911.1-104

　東遷大人編（宮沢時次郎）
　東京　国学書房　明治 27（1894）1 冊　美濃半　和

和歌要覧　　　　　　　　　　　　　　	 W911.1-98
　写　1 冊　美濃半　和

　　　　◇

英雄百首　緑亭川柳（水谷金蔵）　　	 W911.1-85
　弘化 2（1845）序刊　1 冊　美濃半　和

続英雄百人一首　緑亭川柳編　　　　	 W911.1-88
　江戸　錦耕堂　嘉永 2（1849）1 冊　半紙半　和

秀雅百人一首　緑亭川柳編　　　　　	 W911.1-86
　弘化 5（1848）序刊　1 冊　半紙半　和

秀雅百人一首　　　　　　　　　　　	 W911.1-87
　写　1 冊　半紙　和

義烈百人一首　緑亭川柳編　　　　　	 W911.1-89
　江戸　山口屋藤兵衛　嘉永3（1850）1冊　半紙半　和

奇特百歌撰　初編　　　　　　　　　	 W911.1-84
　緑亭川柳編　一立斎広重画
　江戸　山口屋錦耕堂　嘉永4（1851）1冊　美濃半　和

七種百人一種　佐々木信綱編　　　	 W911.1-102
　明治 26（1893）写　1 冊　半紙　和
　内容：小倉百人一首　新百人一首　後撰百人一首　続百

人一首　近世百人一首　源氏百人一首　修身百人一首

　　　　　　911.12　万葉集

万葉海月　　　　　　　　　　　　	 W911.12-12

　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　911.13　平安時代

古今和歌集　巻 1 〜 20（絵入）　　	 W911.13-16
　江戸　須原茂兵 ･ 衛　刊　2 冊　半紙　和

古今和歌集　下（絵入）　　　　	 W911.13-16 イ
　〔江戸〕須原茂兵衛　刊　1 冊　半紙　和

古今和歌集　第 11 〜 20　　　　　　	 W911.13-17
　京都　岡野藤八　正徳 4（1714）1 冊　半紙半　和

古今和歌集　20 巻　　　　　　　　	 W911.13-18
　江戸　吉文字屋次郎兵衛　刊　2 冊　美濃　和

古今和歌集　20 巻　　　　　　　	 W911.13-19
　写　2 冊　半紙　和

古今和歌集　20 巻　　　　　　　　	 W911.13-20
　明治 22（1889）写　1 冊　半紙　和

古今和歌集遠鏡　6 巻　本居宣長　　	 W911.13-21
　名古屋　永楽屋東四郎　刊　6 冊　美濃　和

古今集序六歌仙聞書　　　　　　　	 W911.13-29
　写　1 冊　美濃半　和

後撰和歌集標註　　　　　　　　　	 W911.13-22
　釈契沖註　岸本由豆流増註
　東京　博文館　明治 36（1903）（文化 10 序刊本後摺）
　4 冊　美濃　和

後拾遺和歌集　20 巻　　　　　　　	 W911.13-23
　刊　1 冊　美濃半　和
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　　　　◇

中古和歌類題集　上　　　　　　　　	 W911.13-24
　刊　1 冊　半紙半　和

貫之集類題　上巻　鈴木信成編　　	 W911.13-25
　江戸　青雲堂　刊　1 冊　半紙半　和

山家和歌集　2 巻　〔釈西行〕　　　　	 W911.13-26
　刊　1 冊　美濃　和

建礼門院右京大夫家集　　　　　　　	 W911.13-27
　刊　1 冊　美濃　和

〔三拾六歌仙〕下（絵入）　　　　	 W911.13-28
　刊　1 冊　半紙　和

　　　　　　911.14　鎌倉時代

新古今和歌集　20 巻　　　　　　　	 W911.14-18
　刊　1 冊　美濃半　和

新古今和歌集　2 巻　　　　　　　　	 W911.14-31
　明治 23（1890）写　2 冊　半紙　和

新古今和歌集新鈔　4 巻　東常縁　　	 W911.14-19
　大阪　油屋平右衛門　宝永 8（1711）1 冊　半紙　和

新古今集美濃の家つと　2 〜 5　本居宣長	 W911.14-32
　名古屋　永楽屋東四郎　刊　4 冊　美濃　和

美濃の家つと折添　3 巻　本店官長　	 W911.14-33
　名古屋　永楽屋東四郎　刊　3 冊　美濃　和

続後撰和歌集　巻第 11 〜 20　　　　	 W911.14-20
　〔正保 4〕（1647）1 冊　美濃　和
　旧蔵印：高岡御蔵書

続古今和歌集　20 巻　　　　　　　	 W911.14-21
　〔正保 4〕（1647）3 冊　美濃　和
　旧蔵印：高岡御蔵書

続拾遺和歌集　巻第 11 〜 20　　　　	 W911.14-22
　〔正保 4〕（1647）1 冊　美濃　和
　旧蔵印：高岡御蔵書

新後撰和歌集　20 巻　　　　　　　	 W911.14-23
　〔正保 4〕（1647）3 冊　半紙　和
　旧蔵印：高岡御蔵書

玉葉和歌集　20 巻　　　　　　　　　	 W911.!4-24
　〔正保 4〕（1647）刊　4 冊　半紙　和
　旧蔵印：高岡御蔵書

続千載和歌集　20 巻（巻 6 〜 10 欠）　	 W911.14-25
　〔正保 4〕（1647）3 冊　半紙　和

風雅和歌集　20 巻　　　　　　　　	 W911.14-26
　〔正保 4〕（1647）4 冊　美濃　和
　旧蔵印：高岡御蔵書

新千載和歌集　20 巻（巻 1 〜 4 欠）　	 W911.14-27
　〔正保 4〕（1647）3 冊　半紙　和
　旧蔵印：高岡御蔵書

新拾遣和歌集　巻第 6 〜 10　　　　　	 W911.14-28
　〔正保 4〕（1647）1 冊　美濃　和
　旧蔵印：高岡御蔵書

新後拾遺和歌集　20 巻　　　　　　	 W911.14-29
　〔正保 4〕（1647）2 冊　美濃　和
　旧蔵印：高岡御蔵書

新続古今和歌集　20 巻　　　　　　	 W911.14-30
　吉田四郎右衛門尉　正保 4（1647）4 冊　美濃　和
　旧蔵印：高岡御蔵書

　　　　◇

自讃歌　　　　　　　　　　　　　　	 W911.14-34
　嘉永元（1848）写　1 冊　半紙　和

〔自讃〕和歌集〔註〕（絵入）　3 巻（下巻欠）
　刊　1 冊　半紙　和	 　　W911.14-35

夫木和歌抄　巻第 19　　　　　　　	 W911.14-62
　刊　1 冊　美濃　和（稽古館旧蔵）

夫木和歌集第一抜書　　　	 W911.14-36
　刊　1 冊　半紙半　和

明題和歌全集　〔今川了俊〕編　　　　	 W911.14-37
　京都　風月庄右衛門　寛政 7（1795）10 冊　半紙　和

水無瀬殿御奉納百首和歌　後土御門天皇等	 W911.14-38
　写　1 冊　半紙　和

続三玉和歌集類題　　　　　　　　	 W911.14-39
　〔姉小路〕基綱〔姉小路〕済継　釈素然
　江戸　山城屋佐兵衛　文化11（1814）1冊　半紙半　和

題林愚抄（和歌題林愚抄）　春 秋 冬 雑 恋	 W911.14-40
　〔山科言緒〕編
　〔京都〕村上平楽寺　元禄 5（1692）5 冊　半紙　和
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題林愚抄（和歌題林愚抄）　秋　冬　　W911.14-40 イ
　〔元禄 5〕（1692）2 冊　半紙　和

題林愚抄（和歌題林愚抄）　恋　　	 W911.14-41
　刊（再板）1 冊　半紙　和

　　　　◇

百人一首師説抄　釈祐海　　　　　	 W911.14-45
　享保 2（1717）写　1 冊　美濃　和

百人一首記　　　　　　　　　　　	 W911.14-49
　文化 2（1805）写　1 冊　美濃　和

百人一首峰梯　2 巻　衣川長秋　　　	 W911.14-47
　大阪　堺屋新兵衛　文化 3（1806）2 冊　美濃　和

〔百人一首図絵〕下　田山敬儀註釈	 W911.14-60
　大阪　多田勘兵衛　文政 5（1822）1 冊　美濃　和

百人一首抄　3 巻（中巻欠）　　　　	 W911.14-43
　刊　2 冊　美濃　和

百人一首抄　3 巻　　　　　　　　	 W911.14-43 イ
　刊　1 冊　美濃　和

百人一首抄（絵入）　　　　　　　	 W911.14-44
　刊　1 冊　美濃　和

〔百人一首〕　　　　　　　　　　　	 W911.14-46
　刊　1 冊　半紙　和

姿百人一首小倉錦　　　　　　　　　	 W911.14-48
　江戸　甘泉堂　刊　1 冊　半紙半　和

小倉山荘色紙和歌抄（百人一首）上	 W911.14-61
　刊　1 冊　美濃　和

百人一首註釈　佐野深造編　　　　	 W911.14-51
　写　1 冊　半紙半　和

百人一首解　　　　　　　　　　　	 W911.14-50
　写　1 冊　美濃　和

百人一首　　　　　　　　　　　　	 W911.14-42
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

拾玉集　巻第 1 〜 4〔釈慈円〕　　　	 W911.14-52
　刊　1 冊　美濃　和

為家集　下　藤原為家　　　　　　	 W911.14-53
　京都　出雲寺和泉掾　元禄 7（1694）1 冊　半紙　和

草薙和歌集　6 巻　続 5 巻　釈頓阿　	 W911.14-54
　刊　2 冊　美濃　和

草菴和歌集類題　　　　　　　　　	 W911.14-55
　釈頓阿著　二口（峰谷）又玄編
　京都　武村尹兵衛　元禄 8（1695）1 冊　半紙半　和

統草菴和歌集蒙求諺解　巻第 2　　　	 W911.14-56
　〔香川〕宣阿編
　刊　1 冊　半紙　和

草根集私抄類題　　　　　　　　　	 W911.14-57
　釈正徹詠　安田躬弦共編
　江戸　西宮弥兵衛　文政11（1828）1冊　9.8×16.9　和

春夢草　3 巻　釈肖柏　　　　　　　　	 W911.14-58
　京都　藤井孫兵衛　寛政 12（1800）1 冊　半紙半　和

雪玉集　巻 3（秋）　巻 6（雑）　　　	 W911.14-59
　〔三条西実隆〕
　刊　2 冊　美濃　和

　　　　　　911.15　江戸時代

類字名所和歌集　第 4,5　〔里村昌琢〕編	 W911.15-60
　刊　1 冊　美濃半　和

和歌継塵集　第 1,2　　　　　　　	 W911.15-61
　刊　1 冊　半紙　和

新題林和歌集　巻第 13　　　　　　	 W911.15-2 ハ
　刊　1 冊　半紙　和

新題林〔目録〕　　　　　　　　　　	 W911.15-62
　写　1 冊　美濃　和

部類現葉和歌集　巻第 6 〜 8　　　　	 W911.15-63
　〔伯水堂梅風〕編
　刊　1 冊　半紙　和

初学題林和歌集　5 巻　度会常典編　	 W911.15-64
　宝暦 6（1756）序刊　5 冊　半紙　和

千首部類　小沢蘆庵（玄中）編　　　	 W911.15-65
　安永 4（1775）1 冊　美濃半　和

古今選　上　本居宣長編　村田並樹校	 W911.15-66
　文化 5（1808）序刊　1 冊　半紙半　和
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うけらがはな　第 2 篇巻 3 〜 7〔加藤千蔭〕 W911.15-67
　江戸　大和田安兵衛　文化 5（1808）3 冊　半紙　和

怜野集（抜書）夏　秋　冬　恋　　	 W911.15-68
　〔清原雄風〕（蔵）編
　写　4 冊　美濃　和

名家和歌集　春　夏　秋　冬　恋　雑　	 W911.15-69
　文化 9（1812）1 冊　美濃半　和

名所今歌集　中尾義稲編　　　　　	 W911.15-70
　尾張　美濃屋市兵衛　文化 14（1817）7 冊　半紙　和

掌中草野集（掌中類題草野集）　	 W911.15-8 イ
　木村定良編
　江戸　岡田屋嘉七　刊　横小　和

艸野集　春　　　　　　　　　　　	 W911.15-99
　写　1 冊　半紙　和

豊穂集　桜井光枝　善野真袖共編　	 W911.15-71
　〔天保 6〕（1835）1 冊　半紙　和

現存歌道　初編下巻〔海野幸典〕編	 W911.15-72
　江戸　山田佐助　天保 7（1836）1 冊　半紙　和

心種集　3 巻　権田千寛編　　　　　	 W911.15-73
　嘉永 4（1851）序刊　1 冊　半紙　和

類題武蔵野集　上下　　　　　　　　　	 W911.15-74
　仲田藤右衛門（顕忠）編
　江戸　山城屋佐兵衛・玉山堂　嘉永5（1852）2冊
　半紙半　和

義人遺草　青山佩弦（延光）　　　　	 W911.15-76

　水戸　須原屋安次郎　慶応 2（1866）17.1 × 25.5　和

殉難拾遺　2 巻　馬場文英編　　　	 W911.15-102
　写　1 冊　半紙　和

振気篇　国風部　春荘冗史編　　	 W911.15-22 イ
　大坂　文敬堂　明治 2（1869）1 冊　美濃半　和

類題清風集　鈴木雅之編　　　　　　　	 W911.15-77
　東京　和泉屋金右衛門　明治3（1870）1冊　半紙半　和

都洲集　上巻〔八田知紀〕編　　　	 W911.15-75
　京都　出雲寺松柏堂　刊　1 冊　半紙半　和

行余集　葎屋主人（物集高世）編　　	 W911.15-78
　慶応 3（1867）序刊　1 冊　12.5 × 18.2　和

鶯蛙集　（打聴鶯蛙集初編）　上　　	 W911.15-96
　本居豊頴編
　嘉永 5（1852）1 冊　半紙半　和

類題春草集　2 編下　〔物集高見〕編　	 W911.15-97
　大阪　秋田屋太右衛門　安政6（1859）跋刊　1冊
　半紙半　和

　　　　◇

易然集（寛文 12 年勅題）　附慈眼大師三十三回追善短冊
和歌	 W911.15-98
　写　1 冊　12.9 × 9.9　和

和漢錦心集　乾坤　　　　　　　　	 W911.15-82
　写　2 冊　美濃　和

〔御会和歌〕　　　　　　　　　　　　	 W911.15-80

　安永 3（1774）写　1 冊　半紙　和
　註：天和2年2月12日御会始　天和2年2月16日禁裏御当

座　天和2年2月22日水無瀬宮御法楽　天和2年2月25日
聖廟御法楽）

琉球人詩歌　（明和 9 年）　　　　　	 W911.15-81
　写　1 冊　半紙　和

三玉集　人　　　　　　　　　　　	 W911.15-79
　刊　1 冊　半紙　和

　　　　◇

吉川詠歌文集　吉川惟足　　　　　	 W911.15-83
　享保 3（1718）写　1 冊　半紙　和

吉川詠歌文集　吉川惟足　　　　　	 W911.15-100
　文政 2（1819）写　1 冊　半紙　和

大学和歌（大学詠歌）　室直清　　	 W911.15-84
　寛政 8（1796）1 冊　美濃　和

佐道集　7 巻　　　　　　　　　　　　	 W911.15-85
　写　2 冊　美濃　和

安郷集　〔長谷川安郷〕　　　　　　	 W911.15-86
　文化 4（1807）写　1 冊　半　和

ひとよはな（絵入）　釈海量　　　	 W911.15-87
　京都　楠美利助　文政 2（1819）1 冊　美濃　和

玉鉾百首解　2 巻　本居大平　　　　	 W911.15-88
　写　1 冊　美濃　和

桂園一技拾遺　香川景樹　　　　　	 W911.15-89
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　東京　しきしま発行所　明治25（1892）1冊　美濃半　和

桂園一枝（抜書）　　　　　　　　　	 W911.15-90
　写　1 冊　美濃　和

三位有功卿家集　千種有功　　　　	 W911.15-91
　写　1 冊　美濃　和

千々廼屋集　千種有功　　　　　　	 W911.15-94
　写　1 冊　半紙　和

柳園家集　上　〔海野幸典〕　　　　	 W911.15-93
　写　1 冊　半紙　和

法忍律師歌詠　釈法忍　　　　　　　	 W911.15-92
　嘉永 7（1854）1 冊　半紙　和

　　　　◇

玉藻　地　　　　　　　　　　　　　	 W911.15-95
　文化 4（1807）写（星野尚賢）1 冊　半紙　和

詠比叡山百首・嵐山三十首　　　　	 W911.15-101
　高雄山三十首
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　911.16　現代

明治歌集　7 巻（巻 3 欠）　橘東世子編	 W911.16-11 ロ
　東京　江島喜兵衛　明治 9（1876）6 冊　半紙　和

明治歌集　7 巻（巻 2,3 欠）　橘東世子編	W911.16-11 ハ
　東京　江島喜兵衛　明治 9（1876）5 冊　菊　和

新撰名家歌集　根岸千引編　　　　	 W911.16-70

　東京　江島喜兵衛　明治 10（1877）1 冊　半紙半　和

かるかや集　巻上　松波資之編　　	 W911.16-94
　明治刊　1 冊　半紙半　和

秋田歌集　一名欵冬叢　上篇　　　	 W911.16-71
　江帾澹園（運蔵）江帾通理（才介）共編
　茶町（秋田県）聚珍社　明治 13（1880）1 冊　菊　和

現今英名百首　　　　　　　　　　　　　	 W911.16-84
　真亭逢多（沼尻絓一郎）編　鮮斎永濯画
　東京　宝文閣　明治 18（1880）1 冊　半紙半　和

現今英名百首　谷俊三編　鮮斎永濯画	 W911.16-85
　東京　寺沢松之助　明治 18（1885）1 冊　半紙半　和

明治現存続三十六歌撰　　　　　　　　　	 W911.16-72
　豊島有常編　源好画
　東京　尚成堂　明治 18（1885）1 冊　菊　和

御代の花（明治十七年御題）　　　	 W911.16-86
　桐園蔵版　明治 17（1884）1 冊　半紙半　和

国会議員百首　伊東洋二郎編　　　	 W911.16-87
　名古屋　三輪文次郎　明治24（1891）1冊　半紙半　和

千代の礎　田近基造編　　　　　　　	 W911.16-88
　東京　奥村久郎　明治 25（1892）1 冊　美濃 　和

明治の歌　第 1 〜 18 号　加部厳夫編　	 W911.16-73
　東京　明治の歌発行所　明治25〜27（1892〜94）3冊
　美濃半　和

明治の歌　第 11 号　加部厳夫編　　	 W911.16-89
　東京　明治の歌発行所　明治26（1893）1冊　美濃半　和

岡田裕翁古稀賀集　岡田裕編　　　　　	 W911.16-29 イ
　大野町（福井県）編者　明治 27（1894）1 冊　菊　和

新年勅題詠進歌集　第 9 編　橘道守編　	 W911.16-74
　東京　椎本吟社　明治 28（1895）1 冊　半紙　和

佐美多礼集（前田慶寧二十年霊祭追悼歌）	W911.16-32 イ
　多賀𪀚編
　東京　編者　明治 28（1895）1 冊　半紙　和

佐美多礼集　多賀𪀚編　　　　　 W911.16-32 ロ
　東京　編者　明治 28（1895）1 冊　半紙　和

千代の香　菅沼量平編　　　　　　	 W911.16-75
　東京　編者　明治 28（1895）1 冊　菊　和

千代の香　菅沼量平編　　　　　　	 W911.16-75 イ
　東京　編者　明治 28（1895）1 冊　菊　和

千代の香　菅沼量平編　　　　　	 W911.16-75 ロ
　東京　編者　明治 28（1895）1 冊　菊　和

宗観院追遠集（井伊直弼三十七回忌手向の歌）
　大久保誠一郎編	 W911.16-76
　東京　編者　明治 29（1896）1 冊　半紙　和

毛衣（木村静月還暦寿）　松浦羽州編	 W911.16-93
　明治 29（1896）1 冊　半紙　和

藤か津良　勧修寺顕允編　　　　　	 W911.16-77
　京都　山本彦兵衛　明治 32（1899）1 冊　半紙　和

鶯有慶音（近衛忠煕米年賀）　　	 W911.16-78
　刊　1 冊　半紙　和
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庭松緑久（千とせの砌）（土井清安六十賀）W91.116-79
　土井市兵衛編
　舞鶴　編者　明治 38（1905）1 冊　美濃　和

親愛百人一首　田沢景忠編　　　　	 W911.16-92
　東京　速成作歌学会　明治 44（1911）1 冊　美濃　和

弥高神社献詠集　垂穂吟社編　　　	 W911.16-90
　秋田　編者　大正元（1912）1 冊　半紙　和

松のみとり（直方古希の賀に付寄せられし玉詠）
　辻武美編 W911.16-80
　大阪　編者　大正 2（1913）1 冊　半紙　和

大正歌集　第 1 編　宮脇義臣編　　　	 W911.16-81
　大阪　水葱園吟社　大正 3（1914）158 頁　菊　和

邦光社大坂部歌会　第 6 集　第 7 集　　	 W911.16-82
　山本彦兵衛　山本彦太郎共編
　大阪　寺井種臣　大正14,15（1925,26）2冊　半紙　和

　　　　◇

さくら山集　山川浩著　高木盛之輔編	 W911.16-91
　栃木町（栃木県）長谷川調七　明治35（1902）1冊　

半紙　和

上田有年翁歌集　　　　　　　　　　	 W911.16-83
　刊　1 冊　半紙　和

　　　　　　911.18　歌合

年中行事歌合（五十番謌合）　〔冷泉〕為秀判 W911.18-7
　写　1 冊　美濃　和

薄こおり　香川景樹判　　　　　　　　	 W911.18-6
　東塢塾蔵板　天保 6（1835）1 冊　美濃　和

　　　　　　911.19　狂歌

狂歌置みやけ　由縁斎貞柳　　　　　	 W911.19-5
　大阪　田原屋平兵衛　享保 19（1734）1 冊　半紙　和

我おもしろ（抜書）　手柄岡持（平沢常富）	 W911.19-6
　写　1 冊　美濃　和

俳諧歌相撲長　　　　　　　　　　　	 W911.19-7
　四方歌垣真顔（北川嘉兵衛）選
　文政 2（1819）刊　1 冊　半紙　和

源氏小鑑俳諧歌合（俳諧歌源氏小鑑）巻 1,8	 W911.19-8
　四方歌垣等撰（北川嘉兵衛）
　刊　1 冊　半紙　和

　　　　◇

〔絵入狂歌集〕　　　　　　　　　　　	 W911.19-9
　刊　1 冊　半紙半　和

玉塵狂歌集　千種菴諸持等撰　　　	 W911.19-10
　刊　1 冊　半紙　和

歌狂歌句集　　　　　　　　　　　　	 W911.19-11
　写　1 冊　美濃半　和

　　　　　　911.2　連歌

付合小鏡　　　　　　　　　　　　　　　	 W911.2-4
　京都　永田長兵衛　貞享 2（1685）1 冊　半紙半　和

付合小鏡　　　　　　　　　　　　　　　　	 W911.2-5
　刊　1 冊　半紙半　和

本式連歌　　　　　　　　　　　　　	 W911.2-6
　写　1 冊　半紙　和
　合綴：俳諧末来記　古今序伝　埋木抄頭書

　　　911.3　俳諧（発句　俳句）

玉海集　付句　2 巻　貞室（安原正章）編　	 W911.3-31
　敦賀屋久兵衛　明暦 2（1656）1 冊　美濃半　和

毛吹草　7 巻〔松江重頼〕　　　　　	 W911.3-32
　明磨元（1655）5 冊　美濃半　和

狗猧集　巻 9 〜 17〔松江重頼〕編　　	 W911.3-33
　刊　1 冊　美濃半　和

懐子　巻 6（秋下）　〔松江重頼〕編　　	 W911.3-34
　刊　1 冊　美濃半　和

都築の原　一柳軒（岡村）不卜編　　　	 W911.3-35
　文政 2（1819）1 冊　半紙　和

俳諧七部集　上下　　　　　　　　　	 W911.3-36
　安永 3（1774）2 冊　半紙半　和

俳諧七部集　下　　　　　　　　　　	 W911.3-37
　京都　筒井庄兵衛　文化 5（1808）1 冊　半紙半　和
　内容：阿羅野　炭俵

七部集　上巻　八雲龍守　一葉舎仙鳧校訂	 W911.3-38
　刊　1 冊　美濃半　和
　内容：春の日　冬の日　ひさこ　猿蓑　続猿蓑
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俳諧七部集　下（炭俵　阿羅野）　　	 W911.3-39
　江戸　山城屋新兵衛　天保7（1836）1冊　8.9×12.6　和

俳諧七部集　地上（統猿蓑　阿羅野）	 W911.3-66
　写　1 冊　9.7 × 21.0　和

誹諧七部集　下（炭俵　阿羅野）　	 W911.3-237
　写　1 冊　半紙半　和

曠野集　　　　　　　　　　　　　	 W911.3-223
　写　1 冊　半紙　和

俳諧七部木槌（冬の日句解）　虬戸菴素綾編	 W911.3-40
　寛政 7（1795）1 冊　半紙半　和

冬能日句解　〔虬戸菴素綾編〕　　　	 W911.3-235
　写　1 冊　半紙　和

芭蕉翁発句集　上　蝶夢編　　　　　	 W911.3-41
　安永 5（1776）1 冊　半紙半　和

芭蕉翁発句集（芭蕉句解）　　　　　	 W911.3-42
　五升庵蝶夢編　水魚庵句仏（三谷慶輔）註
　安政 5（1858）写（草露舎一空）1 冊　半紙半　和

芭蕉発句評林　前集　曙紫菴杉雨　　	 W911.3-43
　写　1 冊　美濃半　和

芭蕉翁句解　下（秋　冬）　雪中庵蓼太	 W911.3-234
　刊　1 冊　半紙　和

芭蕉発句解　雪中菴蓼太述　　　　　	 W911.3-44
　写　1 冊　美濃　和

〔芭蕉〕発句選　擲草庵〔華崔〕編　　	 W911.3-220
　写　1 冊　半紙　和

俳諧十六編　桃青（松尾宗房）　　　	 W911.3-45
　元禄 7（1694）1 冊　半紙　和

芭蕉十六編　　　　　　　　　　　　	 W911.3-227
　写　1 冊　半紙半　和

俳諧つれづれ草　芭蕉菴桃青（松尾宗房）	 W911.3-46
　墨雨蔵版　明治 35（1902）1 冊　半紙　和
　附：俳諧連句教導歌（墨雨）

蕉翁消息集　半化坊闌更編　　　　　	 W911.3-47
　京都　菊舎太兵衛　天明 6（1786）1 冊　半紙　和

誹諧之秘記・袖珍抄・本式并古式　	 W911.3-228
　松尾芭蕉
　写　1 冊　半紙　和

蕉門七書　上中下　石兮編　　　　　	 W911.3-48
　写　3 冊　半紙半　和
　内容：行脚掟　二十五条　十六篇　句合　嵯峨日記　奥

の細道　芭蕉翁附合集評註

聯句未来記評註　酒井野梅註　　　	 W911.3-236
　明治 43（1910）写　1 冊　半紙　和

俳諧糸屑　巻 3 〜 5〔轍士〕編　　　　	 W911.3-56
　刊　1 冊　半紙半　和

俳諧をたまき綱目大成　2 巻　溝口竹亭	 W911.3-57
　京都　田中庄兵衛　安永 10（1781）2 冊　半紙半　和

〔をだまき〕下巻　溝口竹亭　　　　　	 W911.3-58

　京都　田中庄兵衛　宝暦 11（1761）1 冊　半紙半　和

〔をだまき〕下巻　溝口竹亭　　　	 W911.3-58 イ
　京都　田中庄兵衛　宝暦 11（1761）1 冊　半紙半　和

誹諧をたまき綱目（苧手巻七部抄）　2 巻	 W911.3-59
　〔深川〕湖十編
　江戸　西村源六　宝暦 2（1752）2 冊　半紙半　和

誹諧をたまき綱目　上　　　　　　　	 W911.3-60
　刊　1 冊　半紙半　和

〔誹諧新式目〕　白梅園鷺水編　　　　	 W911.3-61
　元禄 11（1698）1 冊　半紙　和

誹諧新式目　〔白梅園鷺水〕編　　　	 W911.3-61 イ
　〔元禄 11〕（1698）1 冊　半紙　和

誹諧新式目（誹諧新式大成）　白梅園鷺水編	 W911.3-62
　京都　脇坂庄兵衛　明和 2（1765）2 冊　半紙　和

誹諧新式目　白梅園鷺水編　　　　　	 W911.3-63
　刊　1 冊　半紙　和

誹諧暁山集　上〔瀧芳山〕編　　　　	 W911.3-64
　刊　1 冊　半紙半　和

焦尾琴　〔榎本〕其角編　　　　　　　	 W911.3-65
　江戸　辻村五兵衛　寛保 3（1743）1 冊　半紙　和

俳諧錦繍緞　〔榎本〕其角編　　　　　	 W911.3-68
　京都　野田治兵衛　天明 7（1787）1 冊　半紙半　和

其角七部集　上　　　　　　　　　　	 W911.3-67
　天明 7（1787）1 冊　半紙半　和
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　内容：虚栗集　新山家　花つみ

金蘭集　2 巻　　　　　　　　　　　　　	 W911.3-69
　〔生駒〕万子　浣花井甘井共編
　加州　成田家　文化3（1806）序刊　2冊　美濃半　和

綾錦　3 巻　萄岡沾涼編　　　　　　	 W911.3-70
　刊　3 冊　半紙　和

綾錦　上巻　菊岡沾涼編　　　　　	 W911.3-70 イ
　刊　1 冊　半紙　和

北国曲集　巻 1　森巻耳編　　　　　	 W911.3-71
　刊　1 冊　半紙　和

猿蓑集　6 巻　　　　　　　　　　　　　	 W911	3-51
　〔向井去来〕〔宮城凡兆〕共編
　京都　井筒屋庄兵衛　元禄 4（1691）1 冊　半紙　和

去来発句集　蝶夢編　　　　　　　　	 W911.3-52
　明和 8（1771）1 冊　半紙　和

去来発句集（去来句解）　　　　　	 W911.3-53
　蝶夢編　唯一心（三谷慶輔）註
　安政 5（1858）写（草露舎一空）1 冊　美濃半　和

旅寐論　去来　　　　　　　　　　　	 W911.3-54
　京都　井筒屋庄兵衛　刊　1 冊　半紙　和

十七句法証拠精談・俳諧正風伝　　	 W911.3-229
　落柿舎去来（正）〔立花〕北枝
　写　1 冊　半紙　和

誹諧埋木　北村季吟　　　　　	 W911.3-49
　刊　1 冊　半紙　和

玄峰集（玄峰句解）　　　　　　　	 W911.3-230
　〔服部〕嵐雲著〔三谷句仏〕（慶輔）解
　安政 5（1858）写（草露舎一空）1 冊　美濃半　和

歴代滑稽伝　五老井（森川許六）　　	 W911.3-233
　写　1 冊　半紙半　和

葛松原　　　　　　　　　　　　　	 W911.3-55
　〔各務〕支考述〔伊藤〕不玉撰
　写　1 冊　美濃半　和
　合綴：俳諧発句小鏡（雪中菴蓼太述　三鴼編）
　俳諧附合小鏡（牛家著　蓼太編）

俳諧古今抄　5 巻　蓮二坊支考編　　	 W911.3-73
　享保 15（1730）5 冊　半紙　和

俳諧古今抄　5 巻　蓮二坊支考編　　	 W911.3-74
　写　5 冊　半紙　和
　内容：再撰貞享式　拾遣十箇条　新製束花式

俳則（杉家式略）2 巻　　　　　　　	 W911.3-231
　〔杉山〕杉風（元雅）口訣　二代宗瑞編　宗周補
　写　1 冊　半紙半　和

ふたこやま　下　霜月（豊島貞佐）編　	 W911.3-72
　江戸　須原屋茂兵衛　享保 15（1730）1 冊　半紙　和

衣更着田　上巻　〔松木〕竿秋等　　　	 W911.3-75
　享保 17（1732）序刊　1 冊　半紙　和

俳諧袖かがみ　倉橋芦中校　　　　	 W911.3-140
　江戸　野村新兵衛　享和2（1802）序刊　1冊　8.5×

11.7　和

我影　東吾　琶舟（安田軌）共編　　　W911.3-76
　京都　野田治兵衛　享保 20（1735）1 冊　半紙　和
　註：東恕追善

〔誹諧無尽蔵〕　五彩先生高判  〔千葉〕春耕編	W911.3-78
　大阪　丹波屋理兵衛　寛延元（1748）序　1冊　半紙　和

正木のかつら　新綾軒風状編　　　　	 W911.3-79
　延享 3（1746）1 冊　半紙　和

飯富士　風状編　　　　　　　　　　	 W911.3-80
　京都　橘枝堂　寛延元（1748）1 冊　半紙　和

〔よし簾〕　新綾軒風状編　　　　　　	 W911.3-81
　京都　橘枝堂　寛延 3（1750）1 冊　半紙　和

きゝ盃　〔正木〕風状　　　　　　　　	 W911.3-82
　京都　新井弥兵衛　寛延3（1750）1冊　16.7×7.9
  （横小）　和

〔きゝさかつき〕　〔正木〕風状　　　　	 W911.3-83
　京都　𣱽古堂　宝暦 8（1758）1 冊　7.7×16.2（横小）和

きゝさかつき　風雲斎風状　　　　　	 W911.3-84
　寛政 6（1794）1 冊　7 × 16（横小）　和

冬木立　上巻　正士風状等　　　　　	 W911.3-85
　刊　1 冊　半紙　和

〔句集〕				達三等　　　　　　　　　　　	 W911.3-86
　刊　1 冊　美濃　和

〔句集〕				草叟等　　　　　　　　　	 W911.3-221
　宝暦 3（1753）序　1 冊　半紙　和
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御射山翁追善　鳥車園（中島）五始編　	 W911.3-87
　平野屋善兵衛　宝暦 8（1758）1 冊　美濃半　和

〔一代能集〕			女媒編　　　　　　　	 W911.3-222
　刊　1 冊　半紙　和

三鳥伝　　　　　　　　　　　　　W911.3-232
　写　1 冊　半紙　和

暮の露（葩蔵房紙隔追善）　正木鵜江編	 W911.3-88
　明和 5（1768）1 冊　半紙　和

俳諧新選　5 巻（巻 1,2 欠）　　　　　	 W911.3-89
　〔炭〕太祇〔三宅〕嘯山共編
　京都　橘仙堂善兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

太無発句集　乾　松籟菴霜後編　　	 W911.3-109
　寛政 2（1790）汗　1 冊　半紙　和

古今俳諧明題集　秋之部　　　　　　	 W911.3-90
　〔涼帒〕（建部綾足）編
　刊　1 冊　半紙　和

古人百吟集　八椿舎（尾崎）康〔工〕	 W911.3-208
　文化 14（1817）写　1 冊　20.8 × 14.0　和

俳諧百人一集　八椿舎（尾崎）康工　	 W911.3-238
　写　1 冊　半紙半　和

俳諧桃李　附夜のはしら（暁台等）　	 W911.3-91
　〔与謝〕蕪村〔高井〕几董共著
　写　1 冊　半紙　和

桃すもゝ・夜乃柱　　　　　　　　　	 W911.3-239
　〔与謝〕蕪村等　（夜）〔久村〕暁台等

　文化元（1804）写　1 冊　半紙半　和

桃季・夜の桂　　　　　　　　　　	 W911.3-240
　〔与謝〕蕪村等　（夜）〔久村〕暁台等
　写　1 冊　半紙半　和

四大家発句集　　　　　　　　　　　	 W911.3-241
　写　1 冊　半紙半　和
　内容：夜半亭蕪村翁発句集　俳諧発句新三奇集　かくれ

屋　はたかやしう　関屋帖　万家人名録句鈔

探荷集　2 〜 5 編　　　　　　　　　　	 W911.3-246
　白麻編（四編）星衣編（五編）午心編
　写　1 冊　半紙　和

俳諧葛藤　角醍（明田）秀億　　　　　	 W911.3-92
　刊　1 冊　半紙　和

歳旦（天明 2 年）　　　　　　　　　　	 W911.3-93
　〔天明 2〕（1782）1 冊　美濃半　和

鴻古呂茂（橋本亀翁古稀賀）　橋本甫人等	 W911.3-94
　天明 5（1785）1 冊　半紙　和
　註：題簽は書写したもの

〔俳諧雪おろし〕				〔大島〕蓼太　　　　	 W911.3-95
　写　1 冊　半紙半　和

棚さかし　〔大島〕蓼太述　鼠腹記　　	 W911.3-96
　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

夜の友　　　　　　　　　　　　　　　	 W911.3-242
　写　1 冊　半紙半　和
　内容：俳諧附合小鏡（牛家著　蓼太編）俳諧廻文作例　

俳諧掌玉（春秋庵幹雄）

誹諧湯島集　竹之巻　梅之巻　桜之巻　	 W911.3-97
　富岡有佐編
　宝暦 2（1752）3 冊　半紙　和

歳旦〔宝暦 6 年）　　　　　　　　	 W911.3-98
　宝暦 6（1756）1 冊　美濃半　和

俳諧衆議　信杖坊許虹編　　　　　　	 W911.3-99
　京都　野田治兵衛　宝暦 7（1757）1 冊　美濃　和

歳旦（宝歴 12 年）（いろは名所地名）	 W911.3-100
　〔宝暦 12〕（1762）1 冊　美濃半　和

誹諧白雄夜話　〔加舎白雄著〕花垣漣々校	 W911.3-101
　江戸　奎玄閣　天保 4（1833）1 冊　半紙半　和

志をり萩　〔加藤暁台〕編　　　　　	 W911.3-102
　刊　2 冊　10.6 × 14.6　和

俳諧小槌大成　鹿島献可堂　　　　	 W911.3-103
　大坂　献可堂　明和7（1770）序刊　1冊　8.8×12.7　和

俳諧小槌大成　鹿島献可堂　　　　	 W911.3-104
　大坂　献可堂　文政 6（1823）1 冊　8.8 × 12.7　和

〔春興帖〕（安永 2 年）　　　　　　　	 W911.3-105
　〔安永 2〕（1773）1 冊　半紙　和

〔春興帖〕（安永 2 年）　　　　　　	 W911.3-105 イ
　刊　1 冊　半紙　和

類題発句集　春　秋　冬　雑　蝶夢編　	 W911.3-106
　安永 3（1774）4 冊　美濃半　和
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新類題発句集　蝶夢編　　　　　　　	 W911.3-107
　京都　橘屋治兵衛　寛政 5（1793）1 冊　美濃半　和

俳諧名所小鏡　3 巻　蝶夢編　　　　	 W911.3-108
　京都　橘屋治兵衛　寛政 7（1795）3 冊　美濃半　和

風流五十韻　大通舎　　　　　　　　　	 W911.3-247
　寛政 2（1790）写　1 冊　半紙　和

俳諧四季部類　二柳菴　半化房〔蘭更〕校	 W911.3-110
　刊　1 冊　小　和

俳諧四季部類大成　　　　　　　	 W911.3-111
　江戸　山崎屋清七　刊　8.7 × 12.1　和

ももの光　蘭更編　　　　　　　　　　	 W911.3-112
　寛政 6（1794）1 冊　半紙　和
　註：芭蕉翁百回忌追善

俳諧発句三傑集　2 巻　亭々坊車蓋編	 W911.3-113
　大坂　河内屋太助　寛政 6（1794）2 冊　半紙半　和

俳諧発句三傑集　2 巻　亭々坊車蓋編	 W911.3-114
　刊　1 冊　半紙半　和

ともなしさる（白猿狂歌集・発句　集・ひとりごと）　
　市川白猿　	 W911.3-116
　江戸　蔦屋重三郎　寛政 9（1797）1 冊　半紙　和

俳諧発句新五子稿　嘉会室亨編　　	 W911.3-136
　写　1 冊　半紙半　和

俳諧故人五百題（古人五百題発句集）	 W911.3-115
　2 巻　松露庵鳥明撰
　江戸　英文蔵　天保 10（1839）2 冊　半紙半　和

俳諧故人五百題（古人五百題発句集）	 W911.3-115 イ
　2 巻　松露庵鳥明撰
　江戸　英文蔵　天保 10（1839）2 冊　半紙半　和

〔芭蕉百年忌碑句集〕（八竜湖東浜一向堂）	 W911.3-117
　小夜庵五明（吉川兄之）等
　京都　菊舎太兵衛　刊　1 冊　半紙　和

俳諧書抜　　　　　　　　　　　　	 W911.3-243
　天保 3（1832）写　1 冊　半紙倍　和
　註：俳諧小夜話（五明）四季発句脇（五明）俳諧蓼保多

留（五明）寿以藻之草（重厚）翁百年忌霜能声（五明）
その他の抜書

俳家奇人談　巻上　竹窓（竹内玄玄一）遺稿 W911.3-118
　刊　1 冊　美濃　和

批把園句集　乾坤　　　　　　　　	 W911.3-119
　〔井上〕士朗著　椿堂　松兄等編
　名古屋　永楽屋東四郎　文化元（1804）序刊　2冊
　半紙　和

士郎七部集　上　五彩桐栖編　　　	 W911.3-120
　文化 8（1811）序刊　1 冊　8.2 × 11.4　和
　内容：草まくら　松の炭　昔合集　ふくへ日記　橘日記

枇杷園七部集　5 編上　枇杷園士朗　	 W911.3-121
　刊　1 冊　半紙半　和
　内容：長寿楽　きねうた　蓑虫集　泣瓢集

二葉草集　丁卯巻秋之部・冬之部　	 W911.3-122
　正風道場升六編
　京都　野田嘉助　文化 7（1810）1 冊　半紙半　和

年としぶり　正風道場升六撰　　　	 W911.3-123
　刊　1 冊　半紙　和

寉芝集　１, ２, ４　金令（鈴木）道彦　　	 W911.3-124
　写　3 冊　半紙　和

寉芝　金令道彦　　　　　　　　　　	 W911.3-125
　写　1 冊　半紙半　和

歳旦春興　清幽庵有隣（大久保忠宣）編	 W911.3-77
　文化 3（1806）1 冊　半紙　和

俳諧名所発句集　巻 1〔谷素外〕編　	 W911.3-126
　刊　1 冊　半紙半　和

玉池雑藻　2　一陽井（谷）素外　　　	 W911.3-127
　刊　1 冊　美濃半　和

〔わかほとけ〕　松窓乙二等　　　　	 W911.3-128
　文化 10（1813）1 冊　半紙　和

葉多希芹　乙二編　　　　　　　　	 W911.3-244
　文政 7（1824）1 冊　半紙半　和

うすまうて　雁来舎布席編　　　　	 W911.3-129
　文政 2（1819）序刊　1 冊　半紙　和

胡沙曇　雁来舎布席　草琚共編　　	 W911.3-131
　文政 8（1825）1 冊　半紙　和
　註：乙二三回忌追善

俳諧蚤のあと　2 巻　恒斎桂丸等編　	 W911.3-130
　文政 4（1821）2 冊　半紙　和
　註：素月三回忌追善
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蜆籠集　桂山林来編　　　　　　　	 W911.3-132
　文政 13（1830）序刊　1 冊　半紙　和

俳諧発句題叢　巻 3 巻　冬 3 巻　　　　	 W911.3-245
　椿丘（青野）太笻編
　写　2 冊　半紙半　和

花供養　蒼虬編　　　　　　　　　	 W911.3-133
　京都　勝田喜右衛門　寛政11〜文化13（1799〜1816）

7冊　半紙　和
　内容：寛政11　享和元年　享和2年　享和3年　文化3年
　文化9年　文化13年

蒼虬翁発句集　黙池編　　　　　　　	 W911.3-134
　京都　越後屋治兵衛　慶応 3（1867）1 冊　横小　和

〔句集〕夏　秋　（乙二・道彦・暁台・士朗）	W911.3-135
　写　1 冊　美濃半　和

俳諧歳時記　春　夏　秋　冬　雑　　　	 W911.3-137
　曲亭主人（滝沢解）編
　大阪　河内屋源七郎　享和元（1801）序刊　2冊
　美濃半　和

俳諧歳時記　秋　冬　雑　　　　　	 W911.3-138
　曲亭主人（滝沢解）編
　大坂　河内屋源七郎　享和3（1803）1冊　美濃半　和

増補改正俳諧歳時記栞草　　　　　	 W911.3-139
　曲亭主人（滝沢解）編　藍亭青藍補
　大坂　河内屋喜兵衛・太助・和助　嘉永4（1851）5冊
　美濃半　和

俳諧道乃便　生々瑞馬校　　　　　	 W911.3-141
　京都　菊舎太兵衛　享和 2（1802）1 冊　半紙半　和

〔歳旦〕		 野逸等　　　　　　　　　　	 W911.3-142
　刊　1 冊　美濃半　和

〔春興〕（文化 3 年）雪中庵完来等　	 W911.3-143
　〔文化 3〕（1806）1 冊　半紙　和

　俳諧仙人集　完来編　　　　　　　	 W911.3-144
　文化 5（1808）1 冊　半紙　和

発句類聚　春　夏　青顧盧了輔編　　	 W911.3-145
　文化 4（1807）序刊　1 冊　半紙半　和

墨直集　雨石等　　　　　　　　　　	 W911.3-146
　文化 5（1808）序刊　1 冊　半紙　和

〔春興〕（文化 6 年）　木僊等　　　　　	 W911.3-147
　文化 6（1809）1 冊　半紙　和

俳諧新十家類題集　春　夏　秋　冬　	 W911.3-148
　俳諧堂耒耜・阿里園六轡共編
　大坂　塩屋忠兵衛　文化 10（1813）4 冊　半紙　和

俳諧新十家類題集　秋　冬　　　　	 W911.3-148 イ
　俳諧堂耒耜・阿里園六轡共編
　大坂　座三恵兵衛　文化 10（1813）2 冊　半紙　和

〔春興〕（文化 10 年）屋鳥等　　　　	 W911.3-149
　文化 10（1813）1 冊　半紙　和

万家人名録　初編〜 5 編　柿耶麿長斎編	 W911.3-248
　文化 13（1816）写　1 冊　半紙　和

春興（文化 12 年）　　　　　　　　	 W911.3-150
　文化 12（1815）1 冊　半紙　和

残花集（魚冠三回忌追善）社麦等	 W911.3-151
　文化 13（1816）1 冊　半紙　和

東都玉蕉菴月次句合集（春雪帖・夏雲帖・秋声帖・冬月帖
合本）　芝山撰　三岳　東海催主	 W911.3-152
　文政元（1818）1 冊　半紙　和

第四四海句双紙　3 巻　玉蕉菴芝山編　	 W911.3-153
　文改 2（1819）1 冊　半紙　和

花鳥文庫　五春荘井眉選　　　　　	 W911.3-154
　京都　菊屋平兵衛　文政 2（1819）1 冊　半紙　和

花鳥文庫　五春荘井眉編　　　　	 W911.3-154 イ
　文政 2（1819）1 冊　半紙　和

俳諧新五百題　巻 1,2　田喜葊護物編	 W911.3-155
　文政 2（1819）序刊　1 冊　半紙半　和

俳諧四方のむつみ　璞亭晒我編　　	 W911.3-156
　文政 6（1823）序刊　1 冊　半紙　和

俳諧七草集　初編夏　其日葊秋水　	 W911.3-157
　刊　1 冊　半紙半　和

俳諧一葉集　遺語之部　　　　　　	 W911.3-158
　古学庵仏兮・幻窓湖中編
　江戸　青雲堂刊　1 冊　美濃半　和

俳諧ひとりけいこ　上巻　貞松斎楼川編	 W911.3-159
　江戸　柏葉堂　刊　1 冊　半紙半　和

盆の月　雀巣其徳編　　　　　　　	 W911.3-160
　文政 13（1830）1 冊　半紙　和
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俳諧発句類題狭蓑集　秋之部　　　　　　	 W911.3-161
　仁比多居碓嶺編
　刊　1 冊　美濃半　和

続都築の原　橋梁碓嶺編　　　　　	 W911.3-162
　〔文政 2〕（1819）1 冊　半紙　和

俳諧続今人題林集　春之部　夏之部　	 W911.3-163
　小蓑菴碓嶺遺稿
　嘉永 2（1849）1 冊　半紙半　和

俳諧古今類題群玉集　春　小蓑菴碓嶺編	 W911.3-164
　江戸　青雲堂　万延元（1860）1 冊　美濃半　和

俳諧花実発句集　秋之部　　　　　	 W911.3-166
　〔長月庵〕長成編
　刊　1 冊　半紙　和

青棠芳余附録　青塢編　　　　　　	 W911.3-167
　刊　1 冊　半紙　和

富士の裾野　大巣等　　　　　　　　	 W911.3-165
　天保 5（1834）写　1 冊　半紙半　和

俳諧今七部集　上　冬至菴庚年編　	 W911.3-168
　江戸　万笈堂　天保8（1837）序刊　1冊　半紙半　和
　内容：利根太郎（丁知選）一二三集（沙鴎校）いふり炭（蒼
　虬校）栗柿（小圃撰）

今人発句集　秋　春　禾木園編　　　	 W911.3-169
　刊　1 冊　美濃半　和

今人発句集　４巻　禾木園編　　　	 W911.3-170
　嘉永 2（1849）写　2 冊　美濃　和

〔てんほの波〕附誹諧素玄問答　五木編	 W911.3-171
　天保 12（1841）序刊　1 冊　半紙　和

俳諧今人五百題　2 巻　八雲東溟編　　	 W911.3-172
　江戸　英文蔵　天保12（1841）序刊　2冊　半紙半　和

季寄註解改正月令博物筌　鳥飼洞斎　　　	 W911.3-173
　大坂　堺屋新兵衛　天保 12（1841）15 冊　横小　和
　註：正月,2月,3月,4月,5月,6月,8月,9月,10月,11月,12月,

春之部,夏之部,秋之部,冬之部

楳窓居士姿塚記　暫時庵椎雨編　　	 W911.3-174
　天保 14（1843）1 冊　半紙　和

発句集（合本）　　　　　　　　　	 W911.3-175
　刊　1 冊　半紙　和
　内容：としこもり（茗渓連,六花坊評）四季混題句合

（小蓑庵撰,錦有連）つきなみ（夫木庵撰,二葉達）月次
句集（幻遊庵魚仏坊評,巴連）月並句合（俳三昧評,汐見
連）高松金昆羅短冊仕立奉額（羽かさね,つき次句合）
角力句合　如雪莟青阿撰月並（白堀,花菱連）

祖翁追善時雨蓑（芭蕉翁一百五十回忌追善）	W911.3-249
　幻游庵魚仙編
　天保 14（1843）1 冊　半紙　和

今人明題集　後編　双雀菴永壺編　	 W911.3-176
　刊　1 冊　半紙半　和

今人明題集　後編　双雀菴永壷編　	 W911.3-177
　安政 3（1856）1 冊　半紙半　和

俳諧笈撈集　憲屋曲淵編　　　　　	 W911.3-179
　京都　湖雲堂　弘化 4（1847）1 冊　半紙　和

近世俳諧十家類題集　上　過日庵祖郷編	 W911.3-180
　弘化 4（1847）序刊　1 冊　11.6 × 17.7　和

近世俳諧十家類題集　過日庵祖郷編	 W911.3-250
　写　1 冊　美濃半　和

今人名家百家類題集　過日庵祖郷編　　　	 W911.3-181
　江戸　万笈堂　嘉永 5（1852）2 冊　美濃半　和

近世名家百家類題集　過日庵祖郷編　　	 W911.3-181 イ
　江戸　万笈堂　嘉永 5（1852）2 冊　美濃半　和

古人八翁発句集　下　太魯編　　　　　	 W911.3-178
　江戸　山崎屋清七　刊　1 冊　半紙半　和

類題発句三体集　冬之部　〔応泉〕編	 W911.3-182
　大阪　河内屋平七　刊　1 冊　半紙半　和

〔句集〕			西馬編　　　　　　　　　	 W911.3-183
　嘉永元（1848）1 冊　半紙　和

嘉永元申歳とし毎集　北村菴杜鷲編　　　	 W911.3-184
　嘉永元（1848）1 冊　半紙　和

俳諧近世六百題　下　以兄編　　　　	 W911.3-185
　江戸　椀屋伊兵衛　嘉永 2（1849）1 冊　半紙半　和

俳諧近世六百題　下　以兄編　　　	 W911.3-185 イ
　江戸　椀屋伊兵衛　嘉永 2（1849）1 冊　半紙半　和

俳諧発句題砂子集（近世名家題砂子）	 W911.3-186
　春　夏　秋　冬　八雲龍守編
　江戸　知新堂　嘉永 4（1851）4 冊　美濃半　和
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俳諧発句題砂子集　秋　　　　　　	 W911.3-187
　刊　1 冊　半紙半　和

豊雪集　御風　素山　　　　　　　	 W911.3-188
　嘉永 4（1851）序刊　1 冊　半紙　和

近世五百題発句集　下　笠庵烏吟編	 W911.3-189
　江戸　青雲堂　嘉永 5（1852）1 冊　半紙半　和

くさにしき　大艸園文海編　　　　	 W911.3-190
　京都　嘉永 6（1853）1 冊　半紙　和

〔井出の山富貴〕　文海等　　　　　	 W911.3-191
　刊　1 冊　美濃半　和

花供養集（嘉永６年）　公成編　　	 W911.3-192
　嘉永 6（1853）1 冊　半紙　和

俳諧手桃燈　　　　　　　　　　　	 W911.3-193
　江戸　錦森堂　安政 2（1855）1 冊　8.7 × 12.6　和

俳諧手桃燈　　　　　　　　　　	 W911.3-193 イ
　江戸　錦森堂　安政 2（1855）1 冊　8.7 × 12.6　和

俳諧手桃燈　　　　　　　　　　	 W911.3-193 ロ
　江戸　錦森堂　安政 2（1855）1 冊　8.7 × 12.6　和

誉迺扇　春香園梅故編　　　　　　	 W911.3-194
　京都　吉野屋台助　安政 4（1857）1 冊　半紙　和

年龍岡見集　2 編　大垣園寿々丸編　　	 W911.3-195
　安政 4（1857）1 冊　半紙　和

俳諧安政五百題　上　俳禅居墨芳編　　	 W911.3-196
　江戸　青雲堂　安政 5（1858）1 冊　半紙半　和

俳林良材集　冬上　双雀菴氷壺編　	 W911.3-197
　安政 5（1858）序　刊　1 冊　半紙　和

枯すすき　樗川編　　　　　　　　	 W911.3-198
　安政 6（1859）1 冊　半紙　和

表あはせ集　宝雪庵可尊編　　　　　	 W911.3-199
　〔元治元〕（1864）1 冊　美濃半　和

歳旦歳暮　雪中菴鳳洲　　　　　　　	 W911.3-200
　文久 4（1864）1 冊　半紙　和

庚申集　永機等編　　　　　　　　	 W911.3-201
　万延元（1860）1 冊　半紙　和

　　　　◇

古哲発句集　　　　　　　　　　　	 W911.3-251
　写　1 冊　半紙　和

四季混雑発句合　　　　　　　　　	 W911.3-253
　写　1 冊　半紙　和

俳諧見聞志　巻 1,2　筑波園杉人　　	 W911.3-255
　写　1 冊　半紙半　和

はいかい百韻　　　　　　　　　　	 W911.3-254
　写　1 冊　半紙　和

〔俳諧百人一年〕　　　　　　　　　	 W911.3-252
　写　1 冊　半紙　和

俳諧和楽辺乃杖　十声市鷲武　　　　	 W911.3-50
　写　1 冊　美濃　和

発句弁解　　　　　　　　　　　　　	 W911.3-258
　写　1 冊　半紙半　和

〔発句集合本〕　　　　　　　　　　	 W911.3-225
　刊　2 冊　半紙　和

発句題葉集　雑之部　　　　　　　　	 W911.3-224
　写　1 冊　美濃半　和

まつかせ　　　　　　　　　　　　　	 W911.3-256
　写　1 冊　半紙　和

〔類題俳句集〕　　　　　　　　　　	 W911.3-257
　写　1 冊　美濃半　和

　　　　◇

新選明治六百題　下　　　　　　　　	 W911.3-219
　大阪　青木恒三郎　刊　1 冊　半紙半　和

新花摘　上　其角堂永機（穂積善之）編	 W911.3-202
　明治 16（1883）1 冊　半紙半　和

俳諧絵入八百題　春　夏　秋　冬　　	 W911.3-203
　宝晋斎永機（穂積善之）不白軒（服部）梅年編
　東京　松崎半造　明治15,17（1882,84）4冊　11.0×

15.3　和

新聞俳諧大熊手　第 1 〜 5 号　風交社編	 W911.3-204
　東京　風交社　明治 12（1879）1 冊　半紙　和

古今俳諧明治五百題　巻下　　　　　　	 W911.3-205
　橘田春湖（実茂）三森幹雄共撰　東旭斎編
　東京　江島喜兵衛　明治 12（1879）1 冊　半紙半　和
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絵入発句古今名吟集　巻下　　　　　　　	 W911.3-206
　月窓庵露光（足利微瑞）編
　明治 13（1880）1 冊　半紙半　和

新選俳諧明治歳時記栞草　巻下　　　　	 W911.3-207
　香楠居（三森）幹雄編
　大坂　前川善兵衛　明治 15（1882）1 冊　半紙半　和

吟歩集　弄月園唫風（庄司兵之助）編	 W911.3-209
　秋田県　明治 16（1883）1 冊　半紙　和

明治新撰俳諧教草　巻上　花木庵貂麿編　	 W911.3-210
　刊　1 冊　半紙半　和

〔月並句集等合本〕　　　　　　　　W911.3-211
　明治 17 〜 19（1884 〜 86）1 冊　半紙　和

蕉門十哲野坡翁第壱百五拾年忌追祭四季発句輯十五万章中
各評抜萃上座　正風社編	 W911.3-212
　明治 20（1887）1 冊　半紙半　和

月瀬紀行　不識庵聴秋（上川肇）　　　	 W915.6-9
　京都　著者　明治 21（1888）1 冊　半紙半　和

雪中庵三題月次　不白軒梅年評　　	 W911.3-213
　明治 21 〜 23（1888 〜 90）1 冊　半紙　和

俳諧発句明治集　巻上下　内海良大編	 W911.3-214
　長岡　目黒十郎　明治 23（1890）2 冊　半紙半　和

句集（宝屋翁百日祭草嗣号披露）　	 W911.3-215
　松本順三編
　東京　編者　明治 25（1892）1 冊　半紙　和

〔俳句集合本〕　　　　　　　　　　	 W911.3-226
　明治 19 〜 21（1886 〜 88）1 冊　半紙　和

〔俳句集合本〕　　　　　　　　　　	 W911.3-259
　明治 23,24（1890,91）1 冊　半紙　和

牛込神楽阪桜井本店嗣子出産祝賀句集　	 W911.3-216
　明治 26（1893）1 冊　半紙　和

俳諧千代見草　11　　　　　　　　　　	 W911.3-217
　明治 28 〜 30（1895 〜 97）1 冊　半紙　和
　註：奉納句集等合本

くすの薫（楠川良平古稀寿）　　	 W911.16-260
　明治 44（1911）1 冊　半紙　和

春興　敲月庵　　　　　　　　　　	 W911.3-261
　大正元（1912）写　1 帖　美濃半　折本

志のふすり　第 194 編（東古巣米寿祝賀句集）
　東古巣社中編	 W911.3-218
　東京　俳諧信夫会出版部　大正5（1916）1冊　半紙　和

　　　　　　911.4　雑俳　川柳

桃園集　前編　富永三千春編　　　　	 W911.4-6
　村上源右衛門　享保 17（1732）1 冊　半紙　和

〔笠附集〕　　　　　　　　　　　　　	 W911.4-7
　大坂　田原屋平三衛　宝暦3（1753）1冊　半紙半　和

俳諧前句おふむ石　　　　　　　　	 W911.4-8
　植村藤三郎　宝暦 9（1759）1 冊　15.6 × 11.5　和

俳諧和歌園　　　　　　　　　　　　	 W911.4-9

　江戸　村上草祐　明和 2（1765）1 冊　半紙半　和

俳風家内喜多留　2 編  川柳評 呉陵軒可有編 W911.4-10
　明和 4（1767）1 冊　半紙半　和

やなきたる　7 編　川柳評　呉陵軒可有編	 W911.4-11
　明和 9（1772）1 冊　半紙半　和

誹風柳多留　42,60,63 編　　　　　　	 W911.4-12
　文化 5,9,10（1808,12,13）1 冊　半紙半　和

誹風柳樽　伊呂波寄　　　　　　　	 W911.4-13
　刊　1 冊　半紙半　和

誹諧觽　3 編　雪成編　　　　　　　 W911.4-14
　刊　1 冊　美濃半　和

新編柳樽　（五世）川柳風叟編　　　　	 W911.4-15
　刊　1 冊　半紙半　和

誹諧六の花　巻下　松斉立志編　　　	 W911.4-16
　花屋旧次郎　刊　1 冊　半紙半　和

狂句五百題　上巻　緑亭川柳（水谷金蔵）	 W911.4-18
　嘉永 3（1850）序刊　1 冊　半紙半　和

〔句集〕　　　　　　　　　　　　　	 W911.4-19
　刊　1 冊　半紙半　和

発会狂句合　雪舎編　　　　　　　　	 W911.4-20
　刊　1 冊　美濃半　和

奉納三百句集　　　　　　　　　　　	 W911.4-21
　写　1 冊　半紙　和
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三金輪　3 巻　　　　　　　　　　　　	 W911.4-22
　写　3 冊　半紙半　和

陸奥の玉川　2 編　一鳳子選　　　　	 W911.4-23
　写　1 冊　半紙半　和

わか葉の裏表　堤亭斎苔翁　　　　　	 W911.4-17
　江戸　朝倉屋久兵衛　刊　1 冊　15.8 × 10.9　和

狂句五文字　　　　　　　　　　　　	 W911.4-24
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　911.6　歌謡

梁塵愚案抄　2 巻　〔一条兼良〕　　　　	 W911.6-5
　写　1 冊　美濃　和

和漢朗詠集　巻下　〔藤原公任〕編　　　	 W911.6-6
　松会　延宝 2（1674）1 冊　美濃　和

倭漢朗詠集　2 巻　　　　　　　　　　　	 W911.6-7
　京都　松華堂　享保 14（1729）2 冊　美濃　和

和漢朗詠集　上（絵入）　〔藤原公任〕編	 W911.6-8
　刊　1 冊　半紙　和

和漢朗詠集　2 巻　　　　　　　　　　	 W911.6-9
　刊　1 冊　美濃　和

頭書講釈和漢朗詠集　2 巻　　　　	 W911.6-10
　山崎久作（美成）註
　江戸　英屋大助　天保 14（1843）2 冊　美濃　和

和英朗詠集　上　　　　　　　　　　	 W911.6-11
　刊　1 冊　美濃　和

頭書講釈和漢朗詠集　上巻　　　　　　　　	W911.6-12
　江戸　山城屋佐兵衛　刊　1 冊　美濃　和

和漢朗詠集（首書講釈入）　上巻　　	 W911.6-13
　永寿堂　刊　1 冊　美濃　和

和漢朗詠集　下　　　　　　　　　	 W911.6-14
　刊　1 冊　美濃　和

和漢朗詠集　下　　　　　　	 W911.6-15
　刊　1 冊　美濃　和

倭漢朗詠集　上　　　　　　　　	 W911.6-16
　刊　1 冊　半紙半　和

和漢朗詠集　上　　　　　　　　　　	 W911.6-17
　刊　1 冊　美濃　和

万歳根本　　　　　　　　　　　　　	 W911.6-18
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　911.9　俗曲　俗謡

開花浮世どと一　第 4　　　　　　　　	 W911.9-2
　刊　1 冊　美濃半　和

開化どといつ　　　　　　　　　	 W911.9-3
　刊　1 冊　半紙半　和
　合綴：度々一　阿波鳴門じゅんれいくどき

声くらへ　　　　　　　　　　　　　	 W911.9-4
　明治 8（1875）1 冊　半紙　和

新令都度逸　黒塘酒人　　　　　　　	 W911.9-5

　東京　松延書堂　明治刊　1 冊　半紙　和

どといつ　　　　　　　　　　　　　　　　	 W911.9-6
　刊　1 冊　半紙半　和

どゝいつ　　　　　　　　　　　　　　　　	 W911.9-7
　刊　1 冊　半紙半　和

〔どといつ合本〕　　　　　　　　　　　	 W911.9-8
　刊　1 冊　美濃半　和
　内容：ぜうのありたけ一ツゑりどゝいつ　恋のまこと

どゝいつぶし　なぞ尽三題どゝいつ　十二月都々一　浄
るり入十二月よし此　江戸中若衆どゝ一　めいじん若連
都々いつふし　朝直し恋路都々一

東海道五十三次きさんじ都々逸　下巻（絵入）	 W911.9-9
　白山人
　刊　1 冊　半紙半　和

はうた都々一（絵入）　　　　　　	 W911.9-10
　刊　1 冊　半紙半　和
　合綴：大津ゑはうたどゝ一ツ（絵入）

辻うら浮世どと逸　　　　　　　　　	 W911.9-11
　刊　1 冊　美濃半　和

津知占浮世独々伊津　　　　　　　　	 W911.9-12
　明治刊　1 冊　半紙半　和

辻宇羅都々伊津　　　　　　　　　　　	 W911.9-13
　刊　1 冊　半紙半　和

〔よし此節〕万里軒花廓　　　　　　	 W911.9-14
　刊　1 冊　横小　和
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大津絵ぶし　　　　　　　　　　　	 W911.9-15
　刊　1 冊　半紙半　和

端うた集　　　　　　　　　　　　　　　	 W911.9-16
　写　1 冊　半紙　和

はやり歌　　　　　　　　　　　　　	 W911.9-17
　写　1 冊　美濃半　和

お花半七くどき　他　　　　　　　　　	 W911.9-18
　江戸　吉田屋小吉　刊　1 冊　半紙半　和

平井権八小紫くどき　他　　　　　　	 W911.9-19
　江戸　吉田屋小吉　刊　1 冊　半紙半　和

はうた節用集　金龍山人　　　　　　	 W911.9-20
　安政 4（1857）序　1 冊　美濃半　和

よほくれ武士并時務作千代保久礼（釈守鶴）	 W911.9-21
　安政 4（1857）写　1 冊　半紙　和

時務作チョホクレフシ　釈守鶴作　　	 W911.9-22
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　912.3　謡曲　狂言

謡曲画誌　巻 5　　　　　　　　　　	 W912.3-59
　〔享保 17〕（1732）1 冊　半紙　和

謡曲通解　第 3 〜 5 巻　大和田建樹編　	 W912.3-60
　東京　博文館　明治 25（1892）3 冊　半紙　和

　　　　　◇

〔謡曲百番〕第 1 〜 6,8 〜 15,17 〜 19　	 W912.3-11

　観世左近太夫（暮閑）
　京郡　安田十兵衛　寛文 3（1663）17 冊　半紙　和
　内容：
　第 1　難波　清経　ひかき　そとは小町　当麻
　第 2　鵜羽　盛久　定家　鵺　二人静
　第 3　呉服　をみなへし　松風村雨　安宅　唐船
　第 4　三輪　舟橋　うねめ　姥捨　舟弁慶
　第 5　志賀　小原御幸　関寺小町　天鞁　誓願寺
　第 6　氷室　兼平　はせを　大会　たつた
　第 8　玉井　頼政　千手重衡　あこぎ　自然居士
　第 9　賀茂　忠教　ゆうかほ　俊寛　雲林院
　第 10　浪老　やしま　源氏供養　山うば　隅田川
　第ｎ　老松　通盛　東北　景清　桜川
　第 12　蟻通　小柚そが　野宮　遊行柳　うき舟
　第 18　邯鄲　富士太皷　花筐　東岸居士　春日龍神
　第 14　志ら髭　田村　梅が枝　殺生石　感陽宮
　第 15　右近　かきつばた　楊貴妃　紅葉狩　うとふ
　第 17　かつらぎ　藤戸　江口　西行桜　柏崎
　第 18　海士　夜討曽我　仏原　錦木　とをる
　第 19　皇帝　三井寺　あふむ小町　をしほ　うかひ

〔謡曲百番〕第 15　観世左近太夫　　	 W912.3-12
　京都　安田十兵衛　延宝 8（1680）1 冊　美濃　和
　内容：をしほ　山うは　仏原　桜川　春日龍神

〔謡曲百番〕（下係謡）第 1 〜 10　　　	 W912.3-13
　第 12 〜 14,17,19,20
　江戸　利倉屋喜兵衛　元禄 2（1689）16 冊　半紙　和
　内容：
　第 1　高砂　西王母　放生河　橋弁慶　夕顔
　第2　うきふね　王かつら　そとは小町　あふむ小町　

通小町
　第 3　盛久　俊寛　春栄　蘆刈　安宅
　第 4　邯鄲　鉢木　天皷　女郎花　融
　第 5　賀茂　老松　弓八幡　氷室　夜討曽我

　第 6　元服曽我　鵺　舎利　野守　土蛛
　第 7　百万　柏崎　三井寺　隅田川　唐船
　第 8　自然居士　花月　小塩　西行桜　錦木
　第 9　江口　定家　野農宮　楊貴妃　源氏供養
　第 10　海士　当麻　藤渡　摂侍　舟弁けい
　第 12　田村　朝長　通盛　真盛　俊成忠度
　第 13　巻日龍神　小原御幸　蟻通　斑女　雲林院
　第 14　遊行柳　善界　小鍛治　鵜飼　殺生石
　第 17　芭蕉　東北　采女　井筒　千手
　第 19　遊星　松風　梅枝　富士太鼓　誓願寺
　第 20　鍾馗　鳥頭　桜川　小督　熊坂

〔謡曲百番〕観世左近太夫　　　　　	 W912.3-14
　京都　秋田屋五郎兵衛　元禄3（1690）10冊　半紙　和
　内容：
　第 4　白鬚　舟橋　江口　千寿重衡　船弁慶
　第 13　志賀　実盛　夕顔　誓願寺　天鞁
　第 14　養老　敦盛　関寺小町　自然居士　紅葉狩
　第 15　をしほ　山うば　仏原　桜川　春日龍神
　第 19　呉服　俊寛　楊貴妃　柏崎　安達原
　第？　右近　兼平　姥捨　錦木　くらま天狗
　第？　白楽天　ゆや　うねめ　当麻　二人静
　第？　葛城　景清　斑女　源氏供養　雲林院
　第？　蟻通　夜討曾我　梅かえ　花かたみ　鵺
　第？　三輪　忠教　小原御幸　百万　善界

〔謡曲百番〕（観世流）第 15　　　　	 W912.3-15
　京都　小阿多左衛門　元禄 7（1694）1 冊　半紙　和
　内容：呉服　杜若　采女　三井寺　鵺

〔謡曲百番〕（下掛謡）第 7　　　　	 W912.3-16
　京都　伊勢屋七郎兵衛　正徳4（1714）1冊　美濃半　和
　内容：葵上　道成寺　黒塚　紅葉狩　土蛛

〔謡曲百十番〕第 1 〜 22　観世太夫織部	 W912.3-17



和 装 本 目 録 ３

82

　京都　山本長兵衛　正徳 6（1716）22 冊　半紙　和
　内容：
　第 1　高砂　田村　江口　斑女　鵜飼
　第 2　難波　兼平　千手　卒都婆小町　紅葉狩
　第 3　老松　頼政　井筒　三井寺　天鞁
　第 4　白楽天　実盛　楊貴妃　玉葛　融
　第 5　養老　清経　釆女　通小町　小袖曽我
　第 6　竹生島　朝長　姥捨　柏崎　阿漕
　第 7　志賀　鵺　大原御幸　梅枝　誓願寺
　第 8　蟻通　忠度　熊野　遊行柳　藤戸
　第 9　玉井　景清　杜若　二人静　安達原
　第 10　賀茂　俊寛　松岡　西行桜　浮舟
　第 11　呉服　八島　鸚鵡小町　葛城　当麻
　第 12　海士　鞍馬天狗　定家　感陽宮　東岸居士
　第 13　竜田　夜討曽我　夕顔　角田川　雲林院
　第 14　春日竜神　舟橋　源氏供養　花筐　富士太皷
　第 15　皇帝　通盛　檜垣　桜川　山姥
　第 16　氷室　善界　芭蕉　百万　舟弁慶
　第 17　右近　女郎花　関寺小町　自然居士　大会
　第 18　三輪　安宅　東北　蝉九　猩々
　第 19　白髭　盛久　仏原　善知鳥　小塩
　第 20　邯鄲　殺生石　野宮　錦木　唐船
　第 21　芦刈　敦盛　木賊　葵上　輪蔵
　第 22　弓八幡　鉢木　羽衣　道成寺　竜虎

〔謡曲百番〕第 1 〜 6,8 〜 11,13,14,16 〜 20	W912.3-18
　観世左近太夫
　京郡　山本長兵衛　亨保 3（1718）17 冊　半紙　和
　内容：
　第 1　高砂　田村　湯谷　斑女　鵜飼
　第 2　難波　兼平　千手重衡　卒都婆小町　舟弁慶
　第 3　老松　頼政　井筒　鉢木　羽衣
　第 4　白楽天　実盛　玉葛　柏崎　融
　第 5　養老　清経　采女　葵上　遊行柳
　第 6　竹生島　朝長　姥捨　三井寺　阿漕

　第 8　蟻通　忠度　楊貴妃　木賊　藤戸
　第 9　玉井　景清　杜若　安達原　当麻
　第 10　賀茂　俊寛　松風村雨　西行桜　誓願寺
　第 11　呉服　八島　鸚鵡小町　桜川　東岸居士
　第 13　龍田　敦盛　夕顔　隅田河　善知鳥
　第 14　春日龍神　船橋　江口　花筐　源氏供養
　第 16　芦刈　善界　芭蕉　通小町　天皷
　第 17　右近　女郎花　関寺小町　二人静　浮舟
　第 18　三輪　安宅　軒端梅　錦木　雲林院
　第 19　白鬚　盛久　仏原　道成寺　唐船
　第 20　邯鄲　殺生石　野宮　百万　自然居士

〔謡曲百番〕第 4,5,8,9,14,17 〜 20　	 W912.3-19
　観世左近太夫
　京都　山本長兵衛　享保 18（1733）9 冊　半紙　和
　内容：
　第 4　白楽天　実盛　玉葛　柏崎　融
　第 5　養老　清経　采女　葵上　遊行柳
　第 8　蟻通　忠度　楊貴妃　木賊　藤戸
　第 9　玉井　景清　杜若　安達原　当摩
　第 14　春日龍神　船橋　江口　花筐　源氏供養
　第 17　右近　女郎花　関寺小町　二人静　浮舟
　第 18　三輪　安宅　軒端梅　錦木　雲林院
　第 19　白鬚　盛久　仏原　道成寺　唐舟
　第 20　邯鄲　殺生石　野宮　百万　自然居士

〔謡曲百五十番〕（下掛謡）　第 7,9,11,27	 W912.3-20
　江戸　戸倉屋・須原屋　安永5（1776）4冊　半紙　和
　内容：
　第 7　朝長　忠度　通盛　清経　俊成忠度
　第 9　東北　芭蕉　野宮　江口　楊貴妃
　第 11　千寿　斑女　二人静　吉野静　仏原
　第 27　柏崎　百万　三井寺　桜川　龍太鞁

〔宝生太夫謡本〕　宝生九郎校　　　　	 W912.3-21

　東京　椀屋謡曲書肆　明治34（1901）21冊　半紙　和
　内容：敦盛　杜若　通小町　砧　鞍馬天狗　黒塚　桜川
　猩々　高砂　田村　竹生島　東北　羽衣　船弁慶　三井

寺　三輪　紅葉狩　熊野　頼政　羅生門　龍太鼓

観世流携帯謡曲集　内ノ 2　観世清廉訂正	 W912.3-22
　横浜　大川源次郎　明治 32（1899）1 冊　美濃半　和
　内容：老松　頼政　井筒　三井寺　天鞁　白楽天　実盛
　楊貴妃　玉葛　融

〔観世流謡本〕　観世元滋訂	 W912.3-23
　東京　檜大瓜堂　大正 10,11,12,14（1921,22,23,25）
　8 冊　半紙　和
　内容：内5ノ5　小袖曽我　内6ノ1　竹生島　内16ノ5
　船弁慶　内18ノ5　猩 々　内21ノ3　羽衣　外8ノ1　

鶴亀　外4ノ2　橋弁慶　外9ノ４小鍛冶

〔観世流改訂謡本〕　　　　　　　　　	 W912.3-24
　丸岡桂本文訂正　観世清之節附訂正
　東京　観世流改訂本刊行会　大正13（1924）12冊
　半紙　和
　内容：内1　高砂　内10　賀茂　内10　賀茂（大正8）

内11　八島　内14　富士太鼓　内15　桜川　内18　蝉
丸　外4　小督　外4　熊坂　外5　羅生門　外7　烏帽
子折　外9　土蜘蛛

〔宝生流謡本〕　宝生重英校　　　　　	 W912.3-25
　東京　わんや書店　大正 8（1919）7 冊　半紙　和
　内容：内1ノ2　田村　内1ノ8　熊野　内9ノ1　嵐山　

内10ノ1　加茂　内10ノ3　松風（大正15）内12ノ2　
鞍馬天狗　外4ノ2　羅生門

道成寺（下掛謡）　　　　　　　　　	 W912.3-26
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和
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船弁慶（観世流）　　　　　　　　	 W912.3-27
　刊　1 冊　美濃半　和

八島（観世流）　　　　　　　　　　	 W912.3-28
　刊　1 冊　美濃半　和

猩々（天保山本本）　観世清廉訂　　	 W912.3-29
　京都　檜常之助　明治 26（1893）1 冊　半紙　和

田むら（天保山本本）　観世清廉訂　	 W912.3-30
　京都　檜常之助　明治 26（1893）1 冊　半紙　和

経政（天保山本本）　観世清廉訂　　	 W912.3-31
　京都　檜常之助　明治 26（1893）1 冊　半紙　和

小袖曽我　観世清廉訂　　　　　　　	 W912.3-32
　京都　檜常之助　明治 45（1912）1 冊　美濃半　和

千手　観世清廉訂　　　　　　　　　	 W912.3-33
　京都　檜常之助　明治 45（1912）1 冊　半紙半　和

桜井　喜多六平太訂　　　　　　　　	 W912.3-34
　東京　江島伊兵衛　明治 28（1895）1 冊　半紙　和

松風　喜多六平太訂　　　　　　　　	 W912.3-35
　東京　椀屋謡曲書店　明治 31（1898）1 冊　半紙　和

羽衣　喜多六平太訂　　　　　　　　	 W912.3-36
　東京　江島伊兵衛　明治 43（1910）1 冊　半紙　和

猩々　丸岡桂訂　　　　　　　　　　	 W912.3-37
　東京　観世流改訂本刊行会　大正2（1913）1冊　半紙　和

松風　観世元滋訂正　　　　　　　　	 W912.3-38
　京都　檜常之助　大正 6（1917）1 冊　半紙半　和

羽衣　観世元滋訂正　　　　　　　　	 W912.3-39
　京都　檜常之助　大正 6（1917）1 冊　半紙半　和

斑女　観世元滋訂正　　　　　　　　	 W912.3-40
　京都　檜常之助　大正 6（1917）1 冊　半紙半　和

　　　　　◇

うたひ本　　　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-47
　刊　1 冊　美濃半　和

国府津　釈蓮如　　　　　　　　　　	 W912.3-62
　刊　1 冊　半紙　和

七高祖　釈蓮如　　　　　　　　　　	 W912.3-63
　文化元（1804）1 冊　半紙　和

小袖曽我・羽衣　　　　　　　　　	 W912.3-42
　写　1 冊　半紙　和

末広狩　　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-61
　写　1 冊　半紙　和

蝉丸　　　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-41
　刊　1 冊　半紙　和

高砂　　　　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-43
　写　1 冊　半紙　和

船弁慶　他　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-44
　写　1 冊　半紙　和
　内容：船弁慶　小鍛冶　岩船　東北　猩々　月宮殿

夜討曽我　　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-45

　写　1 冊　半紙　和

熊野　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-46
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　◇

下掛酒宴小諷百番　　　　　　　　　	 W912.3-48
　京都　谷口・中野　宝暦 9（1759）1 冊　半紙　和

観世当流小謡大成　観世左近太夫　　	 W912.3-49
　大坂　小林六兵衛　寛政 12（1800）1 冊　半紙　和

小うたひ百番　　　　　　　　　　　	 W912.3-50
　刊　1 冊　半紙　和

小謡　　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-51
　刊　1 冊　半紙　和

当流小謡曦舞鶴（観世流）　　　　　　	 W912.3-52
　東京　城石福次郎　明治 23（1890）1 冊　美濃半　和

独吟集大全　観世清廉訂　　　　　	 W912.3-53
　京都　檜常之助　明治42（1909）3版（初版明治36）
　1冊　半紙半　和

小謡八十八番　　　　　　　　　　　　	 W912.3-54
　写　1 冊　半紙半　和

囃謡（六十番）　　　　　　　　　　	 W912.3-55
　大坂　鳥飼市兵衛　寛延 3（1750）1 冊　美濃半　和

下懸囃謡大成（八十番）　　　　　	 W912.3-9 イ
　京都　谷口七右衛門　宝暦3（1753）1冊　半紙半　和
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新改正下懸囃謡大成（百番）　　　　	 W912.3-56
　江戸　須原屋平助　享和元（1801）1 冊　美濃半　和

新改正下懸囃謡大成（百番）　　　　　　	 W912.3-57
　江戸　須原屋平助　享和元（1801）1 冊　美濃半　和

謡曲宣伝歌　第 1 編　鈴木重義　　　　	 W912.3-58
　京都　常盤堂書店　大正 12（1923）1 冊　半紙　和

　　　　　　912.5　歌舞伎脚本

戯場壁生草　巻上　下の 1　　　　　　	 W912.5-1
　刊　2 冊　半紙　和

　　　　　　912.6　現代戯曲

西国立志編ノ内巻ノ弐　其粉色陶器交易　巻上下　（絵入）
　佐橋富三郎作 　　W912.6-1
　京都　伊東久兵衛　明治 5（1872）2 冊　半紙　和

当世二人女婿　上下　　　　　　　　	 W912.6-2
　学海居士（依田百川）訳編
　東京　鳳文館　明治 20（1887）2 冊　半紙　和

　　　　　　913　小説　物語

続世継　10 巻（巻 2 欠）　　　　　　　	 W913.3-30
　天保 13（1842）（木活）9 冊　美濃　和　（稽古館旧蔵）

源氏桐壺之巻　　　　　　　	 W913.3-32
　？？

　　　　◇仮名草紙

理非鏡　3 巻　　　　　　　　　　　　	 W913.51-20

　写　1 冊　美濃　和

　　　　◇浮世草紙

島原記（島原合戦記）3 巻（絵入）	 W913.52-27
　宝永元（1704）1 冊　美濃　和

田舎荘子　3 巻　〔丹羽〕佚斎樗山　　	 W913.52-29
　文化 7（1810）写　1 冊　半紙　和

河伯井蛙文談　巻下（絵入）　〔丹羽樗山〕	 W913.52-23
　江戸　西村源六　享保 13（1728）1 冊　半紙　和

河伯井蛙文談（田舎荘子外編附録）	 W913.52-24
　佚斎樗山
　写　1 冊　半紙　和

河伯井蛙文談（田舎荘子外編附録）	 W913.52-18
　佚斎樗山
　写　1 冊　半紙　和

義貞艶軍配　巻 2,3（絵入）　　　	 W913.52-26
　刊　2 冊　美濃　和

当世銀持気質　5 巻（絵入）　永井堂亀友作	 W913.52-25
　京都　菊屋安兵衛　明和 7（1770）1 冊　半紙　和

　　　　◇人情本

永明間記廊雑談　巻下（絵入）　鼻山人編著	W913.54-56
　江戸　1 冊　美濃半　和

婦人孝経江戸花誌　後編 2,3　　　	 W913.54-53
　刊　2 冊　半紙半　和

江戸紫　4 巻　　　　　　　　　　　	 W913.54-54
　天保 12（1841）写　1 冊　半紙　和

江戸紫　2 巻　　　　　　　　　　　　	 W913.54-55
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇滑稽本

辻地蔵立聞　田舎之表具師　　　　	 W913.55-44
　写　1 冊　半紙　和

可笑袋　自笑亭独楽　　　　　　　	 W913.55-42
　写　1 冊　半紙　和

曲尺　香車作　　　　　　　　　　　	 W913.55-43
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇読本　実録物

西戎征伐記　5 巻　　　　　　　　　　	 W913.56-424
　写　1 冊　半紙　和

西戎征伐記　5 巻　　　　　　　　	 W913.56-425
　写　1 冊　半紙　和

義経蝦夷軍談　上　歯声軒　　　　	 W913.56-428
　写　1 冊　半紙　和

桟道物語　5 巻　雲府観天歩　　　	 W913.56-415
　寛政 10（1798）序刊　1 冊　半紙　和

怪談藻塩草　5 巻（巻 4 欠）（絵入）　	 W913.56-419
　速水春暁斎
　京都　梅村伊兵衛　寛政 13（1801）4 冊　半紙　和
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前太平記図会　6 巻（絵入）　　　	 W913.56-418
　秋里籬島（舜福）編
　享和 2（1802）12 冊　美濃　和

善知安方忠義伝　第 3 〜 20 条　　　　	 W913.56-426
　安政 3（1856）写　3 冊　半紙　和

長柄長者黄鳥墳　6 巻（巻 5,6 欠）　　　　W913.56-416
　栗杖亭鬼卵
　写　2 冊（3 折のうち）半紙　和

奇説著聞集　巻 1　大蔵永常編　　	 W913.56-429
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

天草軍記　14 巻　　　　　　　　　	 W913.56-423
　写　2 冊　半紙　和

潮田開運記　　　　　　　　　　　	 W913.56-421
　写　1 冊　美濃　和

織出蝦夷錦　第 8　　　　　　　　	 W913.56-438
　写　1 冊　半紙　和

賀州日記　巻 6 〜 10　　　　　　　　	 W913.56-436
　文政 12（1829）写　1 冊　半紙　和

鏡山忠烈伝（加賀美山忠烈実伝）	 W913.56-437
　写　1 冊　半紙　和

見語大鵬撰　5 巻　　　　　　　　　	 W913.56-430
　写　1 冊　半紙　和

継代後三年奥州軍記　16 巻　　　　　	 W913.56-427

　写　8 冊　美濃　和

〔斎藤平蔵兄弟敵討〕　　　　　　	 W913.56-442
　文化 13（1816）写　1 冊　半紙　和

小夜中山霊鐘記　5 巻　　　　　　	 W913.56-431
　写　1 冊　美濃　和

釈迦御一代記　第 6 編　岳亭梁左編	 W913.56-433
　写　1 冊　半紙　和

隅田川恋野曙　　　　　　　　　	 W913.56-417
　写　1 冊　半紙　和

中興儀信伝実録・敵討武勇名誉記　合綴	 W913.56-439
　文久 3（1863）写　1 冊　半紙　和

朝鮮難波之夢　　　　　　　　　　　	 W913.56-441
　写　1 冊　半紙　和

中山寺并撞鐘建立之事　　　　　　	 W913.56-432
　写　1 冊　半紙　和

飛騨之内匠之伝　　　　　　　　　	 W913.56-440
　元治元（1864）写　1 冊　半紙　和

兵法修練記　　　　　　　　　　　	 W913.56-435
　写　1 冊　半紙　和

兵法修練談　　　　　　　　　　　	 W913.56-444
　写　1 冊　半紙　和

兵法修練談　　　　　　　　　　	 W913.56-445
　写　1 冊　半紙　和

明和鍛冶殺報実録　巻 6 〜 10　　　	 W913.56-420
　写　1 冊　美濃　和

靄籬遠山日記　　　　　　　　　	 W913.56-434
　写　1 冊　美濃半　和

祐天御一代記　　　　　　　　　　	 W913.56-422
　写　1 冊　美濃　和

龍神笛邑雨由来　　　　　　　　　	 W913.56-443
　万延元（1860）写　1 冊　半紙　和

　　　　◇草双紙

絵本日蓮大士御一代記　上下　　　　	 W913.57-2
　北尾紅翠斎（重政）画
　江戸　青雲堂　刊　2 冊　半紙　和

　　　　◇現代小説

佳人之奇遇　巻 1,5,8　東海散士（柴四朗）	W913.6-23 イ
　東京　著者　明治 20（1887）3 冊　半紙　和

字血句涙回天之弦声　2 巻　　　　　　　	 W913.6-38
　葦田半窓睡仙（東雄）
　東京　尚栄堂　明治 29（1896）2 冊　半紙　和

　　　　　　914.5　江戸時代の随筆と俳文

風俗文選　巻 1,2,4,6,9　五老井許六選	 W914.5-13
　京都　野田治兵衛　宝永 3（1706）5 冊　美濃　和

類題和文集　2 巻　　　　　　　　　	 W914.5-14
　写　1 冊　美濃　和



和 装 本 目 録 ３

86

　　　　　　915.6　現代

蘆船日記　附繭ごもり　　　　　　　	 W915.6-10
　大和田建樹著　福島四郎編
　東京　大和田りょう　明治 43（1910）1 冊　半紙　和

月頼紀行　不識庵聴秋（上田肇）　　　	 W915.6-9
　京都　著者　明治 21（1888）1 冊　半紙半　和

　　　　　　916　書簡

白石手簡　第 4　〔新井君美〕　　　　　	 W916-4
　写　1 冊　半紙　和

新室手簡　3 巻　　　　　　　　　　　　	 W916-5
　〔新井白石（君美）室鳩巣（直清）〕
　1 冊　半紙　和

新安手簡　中下　新井君美　安積覚　　	 W916-6
　文政 7（1824）写　2 冊　半紙　和

　　　　　　917　諷刺　滑稽

三聖人雨夜物語　　　　　　　　　　　	 W917-3
　写　1 冊　美濃半　和

笑堂福聚　奚疑塾主人（山本北山（信有）	 W917-4
　東京　丸家善七　明治 14（1881）1 冊　美濃半　和

　　　　　　919　日本漢詩文

中華若木詩抄　3 巻　釈如月註　　　　	 W921-114
　豊雪斎道伴　寛永 10（1633）3 冊　美濃　和

王沢不渇鈔　下　〔釈良季〕　　　　　　	 W919-61

　寛永 11（1634）1 冊　美濃　和

詩林良材　乾上　坤 3 巻　村田通信　　	 W919-69
　貞享 4（1687）2 冊　半紙　和

詩法掌韻大成　6 巻　安藤由越編　　　	 W919-70
　大坂　吉文字屋市兵衛　享保5（1720）3冊　半紙半　和

詩法掌韻大成　巻 1 〜 3　安藤由越編　　	 W919-87
　刊　3 冊　半紙半　和

文論　太宰鈍　　　　　　　　　　　　	 W919-62
　寛延元（1748）1 冊　半紙　和

詩論　〔太宰純〕　　　　　　　　　　	 W919-89
　大阪　渋川与左衛門　安永 2（1773）1 冊　半紙　和

南郭先生文筌小言　服部元喬　　　　　　　　	W919-63
　京都　西村　享保 19（1734）1 冊　半紙　和

日本名家詩選　巻 6,7　〔首〕藤元昺編	 W919-113
　刊　1 冊　半紙半　和

詩語砕錦　2 巻　永〔田〕忠原編　　　　　	 W919-71
　明和 4（1767）序刊　1 冊　半紙半　和

詩語砕錦　2 巻　東皐（永田忠原）　　　	 W919-74
　寛政 6（1794）1 冊　半紙半　和

詩語砕金　2 巻　泉要編　石作貞訂正　	 W919-72
　大坂　河内屋茂兵衛　文久刊　1 冊　半紙　和

詩学小成　巻 4　千葉玄之編　　　　　	 W919-90
　江戸　須原屋伊八　寛政9（1797）再版（初版明和6

（1769）1冊　半紙半　和

仄韻礎　2 巻　龍元亮（公美）編　　　　	 W919-91
　斎藤庄兵衛　延享 5（1748）1 冊　半紙半　和

詩語国字解　2 巻　大江玄圃（資衡）口授	 W919-73
　京都　林伊兵衛　天明元（1781）1 冊　半紙半　和

詩語国字解　2 巻　　　　　　　　　　	 W919-92
　大江玄圃（資衡）口授　大江維寧筆受
　京都　林伊兵衛　天明元（1781）1 冊　半紙半　和

詩語国字解　2 巻　　　　　　　　　　	 W919-92 イ
　大江玄圃（資衡）口授　大江維寧筆受
　京都　林伊兵衛　天明元（1781）1 冊　半紙半　和

初学詩材　巻中下　川内交通（泰）編　　	 W919-97
　刊　1 冊　15.6 × 11.1　和
　（稽古館旧蔵）（弘道館図書印）

幼学詩韻　成徳隣　檜長裕共編　　　　	 W919-99
　江戸　須原屋伊八　文政 4（1821）1 冊　半紙　和

唐詩韻礎　2 巻　世華秀松編　　　　　	 W919-75
　大坂　吉文字屋市左衛門　文化7（1810）1冊　半紙半　和

古詩韻範　5 巻　武元質（正質）　　　	 W919-8 ロ
　大阪　河内屋茂兵衛　文化 9（1812）3 冊　半紙　和

唐明詩学聯錦大全　〔原聯〕著〔鎌田禎〕補	 W919-98
　寛政 11（1799）序刊　1 冊　横小　和

掌中詩韻貫珠　2 巻　鎌田禎編　　　　　	 W919-93
　大坂　松村九兵衛　文化元（1804）1冊　16.4×7.3　和

唐宋詩源　5 巻（巻 2,5 欠） 鎌田環斎（禎）編	 W919-94
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　文政 3（1820）3 冊　横小　和

嚢中錦心　2 巻　勾寛宏校　　　　　　	 W919-76
　尾張　万屋東平　文化11（1814）跋刊　2冊　半紙半　和

松陰快談　巻 1 〜 4　長野確　　　　　　	 W919-64
　写　1 冊　半紙　和

掌中詩学自在　2 巻　大窪行・糸井翼編	 W919-95
　江戸　播磨屋勝五郎　天保 14（1843）1 冊　横小　和

嵐山風雅集抜書　仁科白谷（幹）編　　	 W919-100
　慶応 3（1867）写　1 冊　美濃　和

五山堂詩話　巻 5 〜 7　〔菊池〕娯庵（桐孫）	 W919-96
　江戸　鶴屋金助　文化8〜10（1811〜13）1冊　12.1×

19.0　和

五山堂詩話　10 巻（巻 3,4 欠）　　　　	 W919-13 イ
　〔菊〕池無絃（桐孫）
　江戸　山城屋佐兵衛　文政7（1824）4冊　半紙半　和

律詩韻函　5 巻　仲惟穆編　　　　　　	 W919-79
　刊　5 冊　半紙　和

詩韻砕金幼学便覧　2 巻　伊藤馨編　　	 W919-77
　盛松館　天保 13（1842）1 冊　15.8 × 11.0　和

続詩韻砕金幼学便覧　2 巻　　　　　　　	 W919-78
　刊　1 冊　半紙半　和

増補文語粋金　4 巻　鈴木政寧　　　	 W919-80
　江戸　英文蔵　弘化 4（1847）2 冊　美濃半　和

古今絶句所見集　中井乾斎（豊民）編　	 W919-103

　写　1 冊　半紙　和

幼学詩韻続　1 巻　林琛　大前彬共編　	 W919-84
　江戸　千鐘房　青黎閣　安政4（1857）1冊　半紙　和

幼学詩韻　3 編　小里景儔　吉田清共編	 W919-85
　江戸　須原屋伊八　安政 5（1858）1 冊　半紙　和

新掌中詩熟字箋　平田先生　　　　　　	 W919-86
　万屋忠蔵　安政 6（1859）1 帖 5.8 × 18.3　折本

翠雨軒詩話　巻 2,3　山田信編　　　　	 W919-102
　刊　2 冊　半紙　和

文海指針　　　　　　　　　　　　　	 W919-65
　川田瓮江（剛）評点　小薬昌造　日下寛共編
　東京　吉川半七　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

詩語金声　2 巻　藤（内山）良国編　　　	 W919-83
　大坂　河内屋佐助　刊　嘉永3（1850）2冊　横小　和

袖珍詩学便覧　上　藤（内山）良国編　　	 W919-81
　嘉永 4（1851）1 冊　半紙半　和

詩語対句自在　5 巻（巻 4 欠）　　　　　	 W919-101
　藤（内山）良国編
　大坂　河内屋茂兵衛　嘉永 5（1852）4 冊　横小　和

歴代詩学精選　2 編 7 巻　藤（内山）良国編	 W919-82
　大坂　河内屋佐助　刊　7 冊　美濃半　和

振気篇詩文　帝尨山人編　春荘冗史補	 W919-114
　明治 2（1869）2 冊　美濃半　和

唐宋詩語玉屑（詩語玉林）10 巻（巻 9,10 欠）W919-104

　高木専輔編
　岡田群玉堂　明治 4（1871）4 冊　横小　和

才子必読皇朝精華集　2 巻　続編 2 巻　W919-55 イ
　石川介編
　東京　万青堂　明治 8（1875）4 冊　美濃半　和

古今名家詩抄　渡辺助次郎編　　　　　	 W919-68
　東京　編者　明治 10（1877）2 冊　半紙半　和

詩工新材　上巻　津江左太郎編　　　　	 W919-88
　明治 11（1878）1 冊　半紙半　和

文章訓蒙　2 巻　東沢潟（正純）編　　　	 W919-66
　山口県　米谷判蔵　明治 11（1878）2 冊　半紙　和

明治詩語粋金　4 巻　楢崎隆存編　　　	 W919-105
　大阪　岡島真七・三木美記　明治11（1878）1冊
　半紙半　和

新撰詩語対句便覧　3 巻　山住才三編　	 W919-106
　大阪　岡田茂兵衛　明治 14（1881）3 冊　横小　和

新選詩語活用　巻下　沖冠嶺編　　　	 W919-107
　東京　岡村屋庄助　明治 12（1879）1 冊　半紙半　和

新選詩作必携　2 巻　高橋易直編　　　	 W919-108
　東京　甘泉堂　明治 12（1879）2 冊　半紙半　和

題画詩刪　上　　　　　　　　　　　　　　	 W919-109
　京都　鴻宝堂　明治 13（1880）1 冊　半紙半　和

明治新編作詩便覧　4 巻　榊原育寿編　　　	 W919-110
　東京　北沢伊八　明治 14（1881）1 冊　半紙半　和
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明治新編作詩便覧　4 巻（巻 3 欠）　	 W919-110 イ
　榊原育寿編
　東京　北沢伊八　明治 14（1881）3 冊　半紙半　和

今古文章評解　第 2 巻　村山自彊編　　　　	 W919-67
　東京　野口愛　明治 16（1883）1 冊　半紙　和

明治新撰詩作早学　巻中下　多羅尾猪男三編	 W919-111
　大阪　前川善兵衛　明治 16（1883）2 冊　半紙半　和

新編詩学精選　巻 1　庄門煕編　　　　	 W919-112
　明治 17（1884）1 冊　半紙半　和

　　　　　◇

本朝文粋　14 巻　序目 1 巻　藤原明衡編	 W919.3-1
　刊　8 冊　美濃　和

　　　　　◇

南北諸臣詩評　市野光彦　　　　　　	 W919.4-2
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇江戸時代

日本名家詩選　巻 6,7　〔首〕藤元昺編	 W919.5-63
　写　1 冊　美濃　和

友詩　巻 3 〜 5　大江資衡編　　　　	 W919.5-147
　写　1 冊　半紙　和

日本詠物詩選　乾之巻　伊藤栄吉編　	 W919.5-62
　写　1 冊　半紙　和

筆戦記　　　　　　　　　　　　　	 W919.5-142

　文化 13（1816）写　1 冊　美濃　和

詩林謾集　　　　　　　　　　　	 W919.5-148
　弘化 4（1847）写　1 冊　半紙　和
　内容：錦城百律首　桂林集抜萃　徂徠集摭萃

新選十二家絶句　上　大槻磐渓（清崇）編	 W919.5-64
　〔江戸〕青黎閣　嘉永 7（1854）1 冊　半紙　和

詠史絶句　2 巻　守田敬斎（通敏）編　	 W919.5-65
　江戸　和泉屋金右衛門　安政7（1860）2冊　半紙　和

百衲琴一集　2 巻　附囚山亭百律  竹内鵬編	W919.5-144
　写　1 冊　17.5 × 11.3　和

近世詩林　巻下　生口拡編　　　　　	 W919.5-66
　大阪　河内屋和助　文久元（1861）1 冊　半紙　和

文久二十六家絶句　3 巻　桜井成憲編	 W919.5-126
　京都　額田正三郎　文久 2（1862）3 冊　半紙　和

文久二十六家絶句　下　　　　　　　	 W919.5-67
　刊　1 冊　半紙　和

文久二十六家絶句　下　　　　　　	 W919.5-67 イ
　刊　1 冊　半紙　和

慶応十家絶句　2 巻　内田脩編　　　	 W919.5-68
　江戸　島屋平七　慶応 4（1868）2 冊　半紙　和
　内容：巻上（大沼枕山　小野晏斎　佐藤牧山　植村蘆洲
　釈金洞）巻下（鷲津殿堂　鈴木松塘　長谷川昆渓　関雪

江　釈錦河）

皇朝分類名家絶句　巻 2 〜 5  石川省斎（介）	W919.5-69
　東京　島屋平七　明治 2（1869）2 冊　半紙　和

昆山片玉　上　村尾元矩編　　　　	 W919.5-127
　明治 8（1875）1 冊　美濃半　和

新選近世六大家文　巻 6　斎藤弘編　	 W919.5-70
　東京　石川治兵衛　明治 11（1878）1 冊　半紙　和

古今小品文集　前集巻 2 〔阿部北州〕（貞）編 W919.5-71
　明治刊　1 冊　半紙半　和

今世名家文髄　初集 2 巻　南保重英編	 W919.5-72
　東京　星野松蔵　明治 10（1877）2 冊　半紙　和

文章奇観　中下　続 3 巻　　　　　　	 W919.5-73
　大谷元知　依田喜信　鹿島知荘共編
　東京　太田勘右衛門　明治 10（1877）5 冊　半紙　和

近世名家文粋　巻 2　東条永胤編　　	 W919.5-74
　明治刊　1 冊　美濃半　和

近世八大家文鈔　3 巻（巻 2 欠）  小川棟宇編	W919.5-75
　大坂　辻本信太郎　明治 11（1878）2 冊　半紙　和

西窓漫鈔　　　　　　　　　　　　　　	 W919.5-79
　明治 11（1878）写　7 冊　半紙　和

日本文章軌範　7 巻　続巻 1 〜 4　　　	 W919.5-76
　石川鴻斎（英）選　沈文熒　黄遵憲合評
　東京　稲田佐吉　明治 15（1882）再刻（初版明治 12）
　5 冊　半紙　和

興風集　　　　　　　　　　　　　　	 W919.5-6 イ
　刊（松下村塾蔵版）1 冊　半紙半　和

今献文英　巻 1　笠沢磐鴻編　　　　	 W919.5-77
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　写　1 冊　半紙　和

芳録　第 2 冊　　　　　　　　　　　　	 W919.5-78
　写　1 冊　半紙　和

雑詩　　　　　　　　　　　　　　	 W919.5-137
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇別集

自娯集　7 巻　貝原益軒（篤信）　　　	 W919.5-80
　〔京都〕　永田調兵衛　正徳 4（1714）7 冊　美濃　和

白石先生余稿　3 巻　　　　　　　　	 W919.5-81
　〔新井君美著〕新井明卿（大亮）編
　岐阜　成美堂　明治 16（1883）3 冊　半紙　和

徂徠集　30 巻（巻 2,3,19 欠）　　　　	 W919.5-82
　物茂卿（荻生双松）
　文政元（1818）18 冊　美濃　和

無隠禅師無孔笛　6 巻　釈無隠（道費）　　	 W919.5-117
　京都　尚古堂　延享元（1744）1 冊　美濃　和

石桂堂詩集　巻上　萩原公寵著　萩原裕編	 W919.5-83
　嘉永 7（1854）1 冊　美濃　和

蛻巌集　巻 2　梁田邦美　　　　　　	 W919.5-128
　写　1 冊　半紙　和

南郭先生文集　3 編巻 4　服〔部〕元喬	 W919.5-145
　写　1 冊　半紙　和

訳準開口新語　岡白駒　　　　　　	 W919.5-139
　写　1 冊　半紙　和

吹寄蒙求　上　片屈道人　　　　　	 W919.5-120
　写　1 冊　半紙半　和

草盧集　初編巻 3,4　2 編巻 3,4　3 編巻 1 〜 5
　龍公美　　　	 W919.5-118
　刊　3 冊　美濃　和

市隠艸堂集抜書　安〔達〕修　　　　	 W919.5-146
　嘉永 4（1851）7　1 冊　半紙　和

太平楽府　3 巻　滅方海銅脉（畠中正盈）	 W919.5-119
　大井屋左平次　明和 6（1769）1 冊　半紙半　和

六如淇園和歌題百絶　　　　　　　	 W919.5-84
　〔釈慈周〕〔皆川淇園〕（愿）
　江戸　西村宗七　文化 15（1818）1 冊　半紙半　和

南渓集　初編 6 巻　釈日綱　　　　　	 W919.5-121
　京都　唐本屋吉左衛門　文化2（1805）4冊　半紙　和

栗山堂文鈔　柴野栗山（邦彦）　　　	 W919.5-85
　写　1 冊　半紙　和

蒲生君平遺稿　3 巻（中巻欠）　　　　	 W919.5-86
　〔蒲生秀実〕著　縣信輯編
　宇都宮　佐藤静雄　明治 12（1879）2 冊　半紙半　和

鯢山遺稿抄　山碕吉謙著　山口剛介編	 W919.5-87
　盛岡　編者　大正 5（1916）1 冊　14.0 × 23.7　和

錦城詩稿　2 巻　大田錦城（元貞）　	 W919.5-88
　江戸　若林清兵衛　文化 14（1817）1 冊　半紙　和

錦城詩稿　七絶上　大田元貞　　　	 W919.5-89

　写　1 冊　半紙　和

与大窪天民書　太田元貞　　　　　	 W919.5-155
　写　1 冊　半紙　和

山陽詩註　初輯巻 3　　　　　　　　	 W919.5-90
　燕石陳人（日柳政章）註
　刊　1 冊　12.8 × 18.2　和

山陽詩鈔　巻 1 〜 3　頼㐮著　後藤機校	 W919.5-91
　明治 11（1878）1 冊　12.5 × 18.5　和

山陽詩解　巻 2,3　根津全孝解　　　	 W919.5-92
　東京　永尾銀次郎　明治 11（1878）2 冊　美濃半　和

山陽文解　巻 3　根津全孝解　　　　	 W919.5-93
　刊　1 冊　半紙半　和

山陽文稿　2 巻　頼㐮　　　　　　　　	 W919.5-94
　東京　細川健次　明治 11（1878）2 冊　半紙半　和

山陽遺稿　詩 7 巻　文 10 巻　頼㐮　　	 W919.5-95
　東京　西田森三・両山社　明治13（1880）5冊
　半紙半・美濃半　和

山陽遺稿　文 10 巻（巻 1 〜 3 欠）詩 7 巻	 W919.5-95 イ
　頼㐮
　東京　西田森三　明治 13（1880）4 冊　美濃半　和

山陽遺稿　第 4（詩）頼㐮　　　　　	 W919.5-140
　東京　牧田熊次郎　明治 11（1878）1 冊　美濃半　和

標註山陽遺稿　巻 5 〜 7　　　　　　　　	 W919.5-141
　頼㐮著　西田森三標註
　東京　西田森三　明治 13（1880）1 冊　美濃半　和
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山陽遺墨新居帖解　頼㐮著　桑原元吉郎解	 W919.5-138
　大阪　柳沢武運三　明治 13（1880）1 冊　美濃　和

山陽先生真蹟詩文帖　2 巻　頼㐮　　	 W919.5-129
　光緒 4（1878）写　2 冊　半紙　和

長堤竹枝詞　〔疋田〕松塘（厚綱）　　	 W919.5-96
　文化 11（1814）序刊　1 冊　12.8 × 20.2　和

娯息斎詩文集　娯息斎延命　　　　	 W919.5-122
　文政元（1818）写　1 冊　半紙　和

語聖堂詩集　巻 5,6,7　大窪行　　　	 W919.5-97
　刊　1 冊　半紙　和

詩聖堂詩集　8 巻　大窪行　　　　　	 W919.5-98
　写　1 冊　半紙　和

詩聖堂詩集　巻 5　大窪詩仏（行）　	 W919.5-130
　写　1 冊　半紙　和

再北遊詩草　大窪詩仙（行）　　　　　	 W919.5-99
　江戸　芳潤堂　文政 8（1825）序刊　1 冊　半紙　和

半可山人詩鈔　〔植木玉崖〕　　　　	 W919.5-123
　天保 5（1834）践刊　1 冊　10.4 × 15.7　和

甲午詩稿　江繋政陽　　　　　　　	 W919.5-153
　写　1 冊　半紙　和

総南詩稿　甲集　大石公潤（大年）	 W919.5-125
　刊　1 冊　半紙　和

近世叢語　巻 2　角田簡撰　　　　　	 W919.5-100

　写　1 冊　美濃　和

謫居詩存　巻上　藤田東湖（彪）　	 W919.5-101
　刊　1 冊　半紙　和

東湖詩鈔　坤　藤田尨　　　　　　	 W919.5-102
　明治 3（1870）写　1 冊　半紙　和

東湖遺稿　6 巻（内巻 2 欠）藤田彪　	 W919.5-103
　東京　藤田健　明治 11（1878）5 冊　半紙 ･ 美濃　和

回天詩史　2 巻　藤田尨　　　　　　	 W919.5-104
　東京　野史台　明治 25（1892）2 冊　半紙　和

回天詩史　巻下　藤田彪　　　　　	 W919.5-131
　刊　行　美濃　和

回天詩史　2 巻　藤田彪　　　　　　	 W919.5-151
　写　1 冊　半紙　和

〔回天詩史〕下巻　藤田彪　　　　	 W919.5-154
　写　1 冊　半紙　和

東湖詩鈔　2 巻　藤田彪　　　　　　	 W919.5-132
　刊　1 冊　半紙半　和

謫居詩存　2 巻　藤田東湖（彪）　　	 W919.5-133
　京都　文正堂　明治 2（1869）1 冊　半紙半　和

蕉雨遺響　釈圭準　　　　　　　　	 W919.5-152
　安政 2（1855）写　1 冊　半紙　和

遠思楼詩鈔　初編巻上　第 2 編 2 巻　	 W919.5-105
　広瀬淡窓（建）
　江戸　須原屋茂兵衛　天保6（1835）序刊・嘉永2（1849）

3冊　半紙　和

星巌葉　甲集 2 巻　乙集巻 1,2　丁集 4 巻	W919.5-50 イ
　梁川孟緯
　刊　3 冊　美濃　和

愛日楼文　1,2,3〔佐藤一斎（坦）〕	 W919.5-106
　刊　3 冊　半紙・美濃　和

愛日楼文詩　〔佐藤一斎〕（坦）　　　	 W919.5-107
　江戸　和泉屋吉兵衛　天保 6（1835）1 冊　美濃　和

幽囚録　上　松陰（吉田矩方）　　　	 W919.5-108
　慶応 4（1868）1 冊　半紙半　和

吉田文集　〔古田矩方〕　　　　　　	 W919.5-109
　慶応 4（1868）写　1 冊　美濃　和

幽室文稿　6 巻　　　　　　　　　	 W919.5-110
　吉田松陰（矩方）著　品川弥二郎編
　京都　田中治兵衛　明治 14（1881）6 冊　半紙　和

松陰詩集　2 巻　吉田義卿（矩方）　	 W919.5-134
　東京　吉田庫三　明治 16（1888）2 冊　半紙　和

春雨楼詩鈔　巻 1 〜 3,7 〜 9　藤森大雅	 W919.5-111
　嘉永 7（1854）2 冊　美濃　和

如不及斎文鈔　下　藤森大雅　　　	 W919.5-112
　東京　和泉屋金右衛門　刊　1 冊　美濃　和
　蔵書印：弘前藩学校

大阪繁昌詩　3 巻　田中楽美　　　　	 W919.5-124
　刊　3 冊　半紙　和
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大阪緊昌詩　巻上下　田中楽美　　	 W919.5-135
　刊　2 冊　半紙　和

大阪繁昌詩　巻上下　田中楽美　	 W919.5-135 イ
　刊　2 冊　半紙　和

梅墩詩鈔　3 編巻 2　広瀬旭荘（謙）	 W919.5-113
　刊　1 冊　美濃　和

月瀬記勝　1 巻　附 1 巻　斎藤正謙　	 W919.5-114
　有造館　嘉永 4（1851）2 冊　美濃　和

江頭百詠　〔寺門〕静軒（良）　　　	 W919.5-115
　写　1 冊　半紙　和

赬肩瓦嚢　静軒（寺門良）　　　　　	 W919.5-116
　写　1 冊　美濃　和

賀偈絶句鈔　2 巻　　　　　　　　　	 W919.5-136
　龍華庵立山著　慈麟抄録
　狐塚屋伝三郎　安政 2（1855）1 冊　半紙　和

観瀑図誌　後　鎌田政挙　　　　　	 W919.5-143
　桜井村（奈良県）植田儀八　明治16（1888）1冊
　美濃　和

雲井龍雄詩文集　その他　　　　　	 W919.5-149
　雲井龍雄（中村守谷）著　浅埜促音編
　写　1 冊　半紙　和

芙蓉楼詩抄　佐伯樸　　　　　　　	 W919.5-150
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇明治以後

東京才人絶句　巻下　森春濤（魯直）編	 W919.6-1 イ
　東京　額田正三郎　明治 8（1875）1 冊　半紙　和

近世名家詩文　前編 3 巻　後編 3 巻　　　	 W919.6-6 ロ
　三宅虎太編
　東京　文会堂･柳心堂　明治10,11（1877,78）6冊
　半紙半　和

近世名家詩文　3 巻　三宅虎太編　　　	 W919.6-6 ハ
　東京　文会堂・柳心堂　明治10（1877）1冊　半紙半　和

明治偉臣金玉音譜　田島象二編画　	 W919.6-110
　明治 13（1880）1 冊　美濃　和

奎運鳴盛録　第 2,4 編　済美黌編　　	 W919.6-111
　東京　編者　明治 13（1880）2 冊　半紙半　和

青年詩文集　同盟舎編　　　　　　	 W919.6-142
　明治 14（1881）序刊　1 冊　半紙　和

明治太平楽府　榊原英吉編　　　　	 W919.6-128
　大阪　北村孝七　明治14（1881）1冊　17.5×9.7　和

吾妻新誌　第 11 〜 15 号　第 59,61，62,64,66 〜 69,71,
　74 号 W919.6-113
　九春堂　明治 16,17（1883,84）2 冊　半紙半　和

鴎夢新誌　第 1 〜 17 集　第 52 〜 63 集　	 W919.6-114
　鴎夢吟社編
　東京　編者　明治19〜20（188〜87）,23〜24（1890

〜91）2冊　美濃半　和

滄海拾珠　　　　　　　　　　　　	 W919.6-129
　明治 22 〜 27（1889 〜 1894）（切抜）1 冊　半紙　和

花香月影　第 1 〜 45 号　花月社編　　	 W919.6-130
　東京　花月社編　明治31,32（1898,99）9冊　半紙半　和

猿寿録　八代栗斎（規）編　　　　　	 W919.6-131
　東京　編者　明治 41（1908）1 冊　半紙　和

〔名家詩集〕　石川鴻斎（英）編　　　	 W919.6-112
　東京　鳳文館　明治刊　1 冊　11,5 × 19.8　和

文苑（新聞切抜）　　　　　　　　	 W919.6-132
　刊　1 冊　半紙　和

明治回天集 2　　　　　　　　　	 W919.6-145
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇別集

陸舟遺稿　　　　　　　　　　　　	 W919.6-127
　中村六之翁（利雄）著　中村雄飛編
　明治 25（1892）1 冊　19.8 × 12.4　和

磐渓一集（寧静閣一集）文鈔 2 巻　詩鈔 4 巻（巻 3 欠）　
　大槻清崇	 W919.6-115
　仙台　寧静閣　嘉永元（1848）4 冊　半紙　和

磐渓詩鈔　巻 3　大槻清崇　　　　　	 W919.6-134
　弘化 4（1847）序刊　1 冊　半紙　和

潜菴遺稿　巻 3　　　　　　　　　　	 W919.6-116
　春日仲㐮著　春日昇一郎編
　東京　青木恒三郎　明治26（1893）1冊　20.0×13.3　和

新橋雑記　第 1,2 巻　松本万年　　　	 W919.6-117
　東京　稲田政吉　明治 11（1878）2 冊　半紙　和
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柳橋新誌　初編　2 巻　成島柳北（弘）	 W919.6-118
　東京　奎章閣　明治 7（1874）2 冊　半紙　和

緑猗園詩鈔　2 巻　　　　　　　　　	 W919.6-123
　中野南強（君教）著　笠間益三編
　東崖堂　明治 13,15（1880,82）2 冊　半紙　和

我為我堂遺稿　　　　　　　　　　	 W919.6-144
　雛田松渓（中清）著　熊倉操編
　東京　編者　明治 42（1909）1 冊　半紙　和

梵瑕贅言　釈清兮（日鑑）　　　　　	 W919.6-143
　刊　1 冊　美濃　和

更上楼詩抄　前編 2 巻　古和流水（翼）	 W919.6-135
　宅野村（島根県）古和鍬一郎　明治23（1890）2冊　

半紙　和

金旆余光　3 巻　藤川忠猷　　　　　	 W919.6-119
　大坂　河内屋吉兵衛　明治2（1869）1冊　美濃半　和

房山集・木工集　（房）大沼厚（木）相昶	 W919.6-136
　写　1 冊　美濃　和

蒼海遺稿　副島種臣著　佐々木哲太郎編	 W919.6-120
　東京　編者　明治 38（1905）1 冊　半紙　和

得庵詩文　鳥尾小弥太著　三輪清吉編	 W919.6-137
　東京　日本国教大道社　明治24（1891）1冊　半紙　和

東京新繁昌記　初編〜 6 編　服部誠一　	 W919.6-60 イ
　東京　奎章閣　明治 7,9（1874,76）6 冊　半紙　和

東京新繁昌記　第 1 〜 3,6 編　服部誠一　	 W919.6-60
　東京　奎章閣　明治 7,9（1874,76）2 冊　半紙　和

東旋詩紀　岡千仞　　　　　　　　	 W919.6-139
　明治 13（1880）1 冊　半紙　和

桟雲峡雨日記　上　竹添光鴻（進一郎）	 W919.6-121
　刊　1 冊　半紙　和

桂坡遺稿　林慶太郎　　　　　　　	 W919.6-141
　東京　編者　昭和 3（1928）1 冊　半紙　和

観海詩鈔　第 4 集　池谷盈進　　　　	 W919.6-140
　沼津　沼津中学同窓会　大正 12（1923）1 冊　菊　和

随縁集　宮越機山　　　　　　　　	 W919.6-133
　昭和刊　1 冊　美濃　和

　　　　◇

效顰雑詠　横須賀安枝　　　　　　	 W919.6-109
　東京　北沢伊八　明治 10（1877）1 冊　半紙　和

朝鮮帰好余録　5 巻　石幡貞　　　　	 W919.6-122
　明治 11（1878）3 冊　半紙　和

永錫集　附録　坤　内邨鱸香（篤棐）	 W919.6-124
　東京　吉川半七　明治15（1882）1冊　18.7×12.0　和

蘇山唫稿　上　釈義応　　　　　　　	 W919.6-125
　明治 17（1884）1 冊　半紙　和

客遊詞草　2 巻　宮内猪三郎　　　　	 W919.6-126
　東京　山中市兵衛　明治 25（1892）1 冊　半紙　和

漫遊詩草　2 巻　渡辺重綱　　　　　	 W919.6-138
　仙台　著者　明治 26（1893）1 冊　美濃半　和

漫遊詩草　渡辺重綱　　　　　　　	 W919.6-146
　仙台　著者　明治 26（1893）1 冊　美濃半　和

920　中国文学

　　　　　　921　詩文

図画古文真宝　巻 1 〜 3,7 〜 10（絵入）　　	 W921-95
　〔（宋）黄堅〕編
　清刊　2 冊　半紙　和

魁本大字諸儒箋解古文真宝　後集 2 巻　　　	 W921-96
　京都　北村四良兵衛　享保 3（1718）2 冊　美濃　和

魁本大字諸儒箋解古文真宝　後集 2 巻　　　	 W921-97
　江戸　吉文字屋次郎兵衛　宝暦9（1759）2冊　美濃　和

増評補註古文真宝校本　後集巻上　　　　　	 W921-98
　岡本行敏増補　佐藤義光　山岸善道校
　東京　文昌堂　明治 15（1882）1 冊　半紙　和

評本文章軌範　7 巻　　　　　　　　　	 W921-100
　（宋）謝枋得選　頼襄講談　牧輗増補筆記　中村鼎五編
　東京　石川治兵衛　明治 11（1878）3 冊　半紙　和

文苑英華選　巻 2 〜 18,20 〜 36，39 〜 55，58 〜 60
　（宋）李昉等編（清）宮夢仁訂	 　　　W921 ｰ 99
　清刊（康煕）28 冊　美濃　唐

増補正文章䡄範辞林　7 巻　続 7 巻　　　	 W921-103
　（宋）謝枋得編（続）（明）鄒守益編　伊東亀年補訂
　大阪　岡田茂兵衛　明治 16（1883）6 冊　美濃　和
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点註続文章䡄範　7 巻　　　　　　　　　	 W921-104
　（明）鄒守益編　宮脇通赫補
　東京　山中市兵衛　明治 17（1884）3 冊　半紙半　和

増評続文章䡄範　巻 3,4　　　　　　　	 W921-110
　（明）鄒守益編　大竹政正評
　刊　1 冊　美濃半　和

白石道人詩説等　（宋）姜夔等　　　　　	 W921-88
　鴎夢吟社　刊　1 冊　9.7 × 10.1　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（清）蒋敦復）

文章欧冶　（元）陳繹曽　　　　　　　　	 W921-89
　写　1 冊　美濃　和

三家詠物特　　　　　　　　　　　　　	 W921-106
　（元）謝宗可（明）崔宗吉（佑）（清）張本威（劭）
　写　8 冊　半紙　和

文体明弁簒要　3 巻　　　　　　　　	 W921-49 ロ
　（明）徐師曽編　大郷穆鈔録
　東京　山中市兵衛 ･ 東生亀次郎　明治 11（1878）3 冊
　半紙　和

文体明弁簒要　3 巻　大郷穆鈔録　　	 W921-49 ハ
　東京　東生亀次郎　明治 11（1878）3 冊　半紙　和

文体明弁　（明）徐師曽編　松井慶三鈔録	 W921-111
　写　1 冊　半紙　和

文体明弁摘要集　　　　　　　　　　　	 W921-105
　明治 11（1878）写　1 冊　半紙　和

佩文斎詠物詩選　上巻　館機鈔録　　	 W921-51 イ
　文化 9（1812）序刊　1 冊　横小　和

佩文章詠物詩選　2 編下巻　館機鈔録	 W921-52 イ
　江戸　英平吉　明治 13（1880）1 冊　横小　和

詩法入門　（清）游芸著（清）李漁訂　　	 W921-90
　清刊　1 冊　半紙半　和

詩法簒論　10 巻　　　　　　　　　　　	 W921-91
　（清）朱飲山著　小野湖山（長愿）校
　東京　岸田吟香　明治 14（1881）2 冊　美濃半　和

　　　　　◇

新刊錦繍段抄　5 巻　釈龍沢編　　　　　	 W921-113
　京都　野田弥兵衛　寛永 20（1643）1 冊　美濃　和

中華若木詩抄　3 巻　釈如月註　　　　	 W921-114
　豊雪斎道伴　寛永 10（1633）3 冊　美濃　和

明詩礎　2 巻　田重卿　原良延共編　　	 W921-109
　京都　伊勢屋正三郎　元文4（1739）1冊　半紙半　和

詩学解環　1,2 編　岡懋徳監定　　　　	 W921-112
　京都　林伊兵衛　寛政2（1790）2冊　10.0×16.0　和

続習文録（習文録 2 編上）　〔皆川愿〕編	 W921-107
　刊　1 冊　半紙　和　（蔵書印：弘前藩学校）

白詩問答　尾藤孝肇等　　　　　　　	 W921-116
　写　1 冊　半紙　和

唐明詩学聯錦　原聯著　鎌田禎編　　　	 W921-92

　大坂　大野木市兵衛　寛政11（1799）1冊　18.1×8.4　和

絶句類選　21 巻　　　　　　　　　　	 W921-108
　津坂孝綽編　斎藤拙堂（正謙）評
　大坂　村田知直　明治 13（1880）10 冊　半紙半　和

絶句類選　巻 7 〜 14,18 〜 21　　　　　	 W921-76 イ
　津坂孝綽編　斎藤拙堂（正謙）評
　大坂　村田知直　明治 13（1880）6 冊　半紙半　和

唐宋詩語玉屑　10 巻　高木専輔編　　　	 W921-94
　大坂　河内屋佐助　刊　5 冊　半紙半　和

唐宋詩語玉屑　10 巻　高木専輔編　　　	 W921-93
　京都　吉野屋甚助　安政 3（1856）5 冊　半紙半　和

唐宋詩語玉屑　10 巻　高木専輔編　　	 W921-93 イ
　京都　吉野屋甚助　安政 3（1856）2 冊　半紙半　和

謝選拾遺　巻 2　頼㐮編　　　　　　　　	 W921-101
　刊　1 冊　美濃　和

校刻謝選拾遺　7 巻　頼山陽（㐮）編　　	 W921-102
　金沢　池善書店　大正 14（1925）1 冊　半紙　和

謝選拾遺評林　巻 4 〜 7　頼嚢原選 W921-71 イ
　木沢成粛輯評
　大坂　中尾新助　明治 15（1882）1 冊　半紙半　和

美人百咏　松嵐居士（鈴木道）編　　　	 W921-115
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　921.3　先秦　漢・魏・六朝　隋

文選正文　12 巻　序目 1 巻　　　　　　	 W921.3-16
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　（梁）蕭統撰　服部南郭（元喬）句読　兼山（片山世璠）点
　京都　風月荘左衛門　天明 4（1784）1 冊　美濃　和

　　　　◇

陶淵明集　巻 4 〜 8　　　　　　　　　	 W921.3-17
　（晋）陶潜著　近藤元粋訂
　大阪　青木恒三郎　明治35（1902）6版（初版明治

27）1冊　9.8×14.6　和

野馬台詩　（梁）〔釈宝誌〕　　　　　	 W921.3-20
　日本刊　1 冊　美濃　和

野馬台詩	国字抄　（梁）〔釈宝誌著〕　	 W921.3-21
　高井伴筧抄
　写　1 冊　美濃　和

扶桑未来記（野馬台之起・野馬台序・野馬台之詩）
　文政 9（1826）写　1 冊　半紙　和	 　W921.3-22
　
千字文註（千字文集註）・清書千字文 各 1 巻	 W921.3-18
　（梁）周興嗣撰（清）孫呂吉註
　大坂　大野木市兵衛　正徳 5（1715）1 冊　美濃　和

千字文国字解　（梁）周興嗣著　超元中編	 W921.3-19
　江戸　前川六左衛門　文政元（1818）1 冊　半紙　和

千字文国字解（梁）周興嗣著　越元中編	 W921.3-19 イ
　京都　梅村伊兵衛　刊　1 冊　半紙　和

　　　　　　921.4　唐　宋

増註唐賢三体詩　3 巻　（宋）周弼編　　	 W921.4-82
　（元）釈円至註（元）裴廋増註
　江戸　万屋清兵衛　元禄 7（1694）3 冊　美濃　和

〔唐賢三体詩家法〕3 巻（巻 3 欠）　　	 W921.4-83
　（絵入）〔（宋）周弼〕
　日本刊　1 冊　半紙　和

〔唐賢三体詩家法〕巻 2　　　　　　	 W921.4-84
　日本刊　1 冊　半紙　和

精選唐宋千家聯珠詩格　20 巻　　　　	 W921.4-85
　（宋）于済　蔡正孫共編
　文化 7（1810）2 冊　半紙半　和

精選唐宋千家聯珠詩格　2 巻　　　　　　	W921.4-25 イ
　（宋）于済　蔡正孫共編
　京都　朝倉儀助　天保 4（1833）1 冊　半紙半　和

唐詩選　7 巻　（明）李攀龍編　服部元喬校	 W921.4-86
　江戸　嵩山房　刊　1 冊　半紙半　和

唐詩選　巻 1 〜 5　（明）李攀龍編	 W921.4-87
　服部元喬校
　江戸　嵩山房　刊　1 冊　半紙半　和

唐詩選　7 巻　（明）李攀龍撰　服部元喬校	 W921.4-114
　刊　1 冊　半紙半　和

唐詩選　7 巻　（明）李攀龍編　服部元喬校	 W921.4-115
　刊　1 冊　半紙半　和

李于鱗唐詩選　7 巻　（明）李攀龍編	 W921.4-88
　服部元喬訓点
　江戸　嵩山房　寛政 12（1800）2 冊　半紙半　和

唐詩選国字解　巻 1 〜 6　　　　　　　	 W921.4-91
　（明）李攀龍編　南郭（服部元喬）述

　江戸　嵩山房　文化再版　3 冊　半紙　和

唐詩選　四声並仮名附　巻 1 〜 5　　　	 W921.4-89
　（明）李攀龍編
　江戸　嵩山房　刊　2 冊　半紙半　和

唐詩選　四声並仮名附　巻 1 〜 3　　　	 W921.4-90
　（明）李攀龍編
　江戸　嵩山房　刊　1 冊　半紙半　和

唐詩国字弁　巻 1 〜 5（明）李攀龍編　	 W921.4-92
　京都　田原勘兵衛　明和3,7（1766,70）2冊　半紙　和

唐詩国字弁　巻 1,2（明）李攀龍編	 W921.4-92 イ
　京都　田原勘兵衛　明和 3（1766）1 冊　半紙　和

唐詩選　巻 3,4,6　（明）李攀龍編	 W921.4-93
　戸崎允明箋註
　刊　1 冊　半紙　和

唐特選解　3 巻　宇野成之　　　　　	 W921.4-94
　江戸　小林新兵衛　天明 4（1784）8 冊　半紙　和

唐詩選解　中下〔宇野成之〕　　	 W921.4-94 イ
　江戸　小林新兵衛　天明 4（1784）2 冊　半紙　和

唐特選解　3 巻　宇野成之　　　　　	 W921.4-95
　江戸　小林新兵衛　寛政 8（1796）3 冊　半紙　和

唐特選弁蒙　7 巻　宇野成之　　　　	 W921.4-96
　江戸　小林新兵衛　寛政 2（1790）4 冊　半紙　和

唐詩選和訓　（明）李攀龍編〔小林高英〕訓　	W921.4-97
　　江戸　嵩山房　寛政 2（1790）4 冊　半紙　和
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頭書唐詩選　7 巻（明）李攀龍編　昆明淵註	 W921.4-98
　享和元（1801）2 冊　　半紙　和

唐宋八家文読本　巻 1 〜 14  （清）沈徳潜編 W921.4-101
　明治 12（1879）1 冊　半紙半　和

点註唐宋八宗文読本　30 巻　　　　　	 W921.4-31 ロ
　（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

唐詩通解　巻 1 〜 5　皆川淇園（愿）　	 W921.4-99
　寛政 5（1793）序　2 冊　半紙　和

晩唐十家絶句　館機編　　　　　　　	 W921.4-100
　文化 4（1807）序刊　1 冊　半紙　和

千家集（七言律詩）　　　　　　　	 W921.4-124
　写　1 冊　半紙　和

四家絶句（李白・社甫・東坡・山谷）	 W921.4-102
　山本三径（泰順）編
　寛文 10（1670）1 冊　半紙半　和

袖珍唐明詩類函　3 巻（巻 1,2 上欠）　　	 W921.4-103
　〔春田〕横塘（有則）編
　大坂　浅井吉兵衛　享和 2（1802）1 冊　横小　和

註釈三蘇文苑　巻 1,2　　　　　　　　	 W921.4-104
　（明）李叔元評選　内藤恥叟訓点
　東京　北畠茂兵衛　明治 14（1881）2 冊　半紙半　和

〔宋三家絶句〕（范成大・楊万里・陸游）	 　W921.4-118
　市河寛斎（世寧）編
　写　1 冊　半紙　和

放翁先生詩鈔・石湖妙絶　　　　　	 W921.4-125
　写　1 冊　半紙　和

月泉吟社　上巻（宋）呉渭編　　　	 W921.4-113
　享和元（1801）1 冊　半紙　和

　　　　◇

唐太宗屏風書釈文　　　　　　　　　	 W921.4-123
　嘉永 2（1849）1 冊　美濃　和

岑嘉州詩　8 巻（唐）岑参　　　　　	 W921.4-105
　〔京都〕山田屋参郎兵衛　享保元（1716）4冊　美濃　和

李青蓮集　（唐）〔李白〕　　　　　　	 W921.4-116
　写　8 冊　半紙　和

白楽天詩集　巻 3　（唐）白居易著　　	 W921.4-106
　近藤元粋校訂
　明治刊　1 冊　10.0 × 14.6　和

長恨歌・琵琶行　（唐）白居易　　　	 W921.4-117
　写　1 冊　半紙　和

増刊校正王状元集註分類東坡先生詩　巻 24	W921.4-107
　（宋）蘇軾撰　劉辰翁点
　刊　1 冊　美濃　和　（稽古館旧蔵）

李忠定公集鈔　2 巻　（宋）李綱著　頼㐮編	 W921.4-108
　万延元（1860）2 冊　美濃　和

岳忠武王集　（宋）岳飛著　（明）単恂編	 W921.4-109
　江戸　和泉屋金右衛門　文久3（1863）1冊　半紙　和

陳龍川文鈔　巻 1　（宋）陳亮著　　　	 W921.4-110

　大橋訥菴（正訓）校訂
　安政 6（1859）1 冊　半紙　和

龍川先生文鈔　（宋）陳亮　　　　　　	 W921.4-122
　写　1 冊　半紙　和

文公朱先生感興詩　1 巻　（宋）朱熹撰	 W921.4-111
　（宋）蔡模註
　清刊　1 冊　美濃　唐

楊誠斎詩鈔　巻 1,2,3　　　　　　　	 W921.4-112
　（宋）〔楊万里〕著（清）呉孟挙　呉自牧共編
　文化 5（1808）刊　2 冊　半紙　和

放翁先生詩鈔　（宋）陸游著　　　　	 W921.4-119
　（清）周之鱗　柴升共編
　日本刊　1 冊　美濃　和

真山民詩集　（宋）真山民著　　　　	 W921.4-79 ロ
　近藤元粋評訂
　大坂　青木嵩山堂　明治35（1902）1冊　9.9×14.7　和

真山民詩集　（宋）真山民　　　　　	 W921.4-120
　写　1 冊　美濃　和

真山民詩抄　（宋）真山民　　　　　	 W921.4-121
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　921.5　金　元　明

絶句解　物茂卿（荻生双松）　　　　	 W921.5-25
　富士屋弥三右衛門・大和屋孫兵衛　享保17（1732）
　1冊　半紙半　和

絶句解　3 巻　物茂卿（荻生双松）著　	 W921.5-4 ロ
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　宇佐美恵点
　江戸　松本善兵衛　宝暦 13（1763）3 冊　半紙　和

絶句解　3 巻　物茂卿（荻生双松）編　	 W921.5-4 ハ
　宇佐美恵点
　江戸　松本善兵衛　宝暦 13（1763）1 冊　半紙　和

滄溟七絶三百首解考証　上　　　　　	 W921.5-26
　宇佐美恵　福島興世共著
　刊　1 冊　半紙半　和

明七才子詩集　7 巻  鳥石源君嶽（葛辰）考訂	W921.5-27
　京都　井上忠兵衛・山岡四郎兵衛・梅村三郎兵衛　元文 2
　（1737）1 冊　半紙半　和

　　　　◇

青邱高季迪先生詩集　律特　巻 1,3,4 	 W921.5-28
　（明）高啓著（清）金檀編　近藤元粋評訂
　東京　青木嵩山堂　明治34（1901）再版（初版明治

30）3冊　半紙　和

謝山人詩集（謝茂秦詩集）（明）謝榛 W921.5-30
　写　1 冊　半紙　和

訓蒙四字経読本（龍文鞭影）2 巻 2 集 2 巻　	W921.5-29
　（明）蕭良有著（清）楊臣諍増訂
　（二集）（清）季暉吉　徐灒共編
（清）道光29（1849）・（2編）咸豊2（1852）4冊
　美濃　唐

　　　　　　921.6　清

青雲集分韻試帖詳註（註釈青雲詩）巻 1,4	 W921.6-53
　（清）楊逢春　蕭応櫆共編

　光緒 10（1884）2 冊　美濃半　唐

清十家絶句　巻上　服部知孝編　　　	 W921.6-49
　環翠詩閣　嘉永 5（1852）1 冊　半紙　和

清十家絶句　2 巻　服部〔知〕孝編　　	 W921.6-54
　写　1 冊　半紙　和

　　　　◇

壮悔堂文集　巻 4,5　巻 6,7　（清）侯方城	 W921.6-50
　清刊　2 冊　半紙　唐

四憶堂詩集　巻 5,6　（清）侯方城著　	 W921.6-51
　（清）賈開宗等註
　清刊　1 冊　半紙　唐

魏叔子文鈔　3 巻　（清）魏禧著　　　	 W921.6-52
　安積艮斎（重信）編
　江戸　野口愛　弘化 3（1846）3 冊　美濃　和

曲園自述詩　（清）愈樾著　井上陳政編	 W921.6-45 イ
　東京　博文館　明治 23（1890）1 冊　半紙　和

　　　　　　923　小説

四大奇書　第一種　巻 57〜 60　　　　　	 W923-7
　（明）〔羅本撰〕（清）毛宗崗評
　清刊　1 冊　美濃半　唐

忠義水滸伝解　第 1 〜 16 回　陶〔山〕晩訳	 W923-5
　宝暦 7（1757）序刊　1 冊　半紙半　和
　（稽古館旧蔵）

通俗水滸後伝　巻 5　松村操訳編　　　　	 W923-6

　東京　兎屋誠　明治 15（1882）1 冊　半紙　和

近体奇説第一編二橋春話　巻下　	 W923-8
　（清）筆錬閣編　服部誠一評点
　東京　江藤喜兵衛　明治 10（1877）1 冊　半紙半　和

勧懲繍像奇談　第 1 編下　服部誠一纂評　　	 W923-11
　東京　九春社　明治16（1883）1冊　18.8×12.4　和

争春園全伝　第 11 〜 15,26 〜 32,41 〜 47 回　	W923-9
　刊　3 冊　10.8 × 16.0　和

鼎演抜萃　4　　　　　　　　　　　　　	 W923-10
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　924　随筆　小品

智嚢　10 巻（明）馮夢龍編　　　　　　	 W924-2 イ
　猪飼彦博校
　京都　大谷津逮堂　文政 4（1821）3 冊　半紙　和

獪図　16 巻（巻 3,4,7,8 欠）　	 W924-6
　（知不足斎重訂本）（明）銭希言編
　乾隆 39（1774）6 冊　半紙半　唐

　　　　　　926　書簡

唐宋八家手翰　巻下　村田徽典編　　　	 W926-8
　東京　博文堂　明治 11（1878）17.5 × 9.8　和

箋註欧蘇手簡　4 巻〔（宋）欧陽脩〕　	 W926-10
　〔（宋）蘇軾〕著　大槻東陽（誠之）箋註
　東京　註者　明治 11（1878）2 冊　　美濃半　和

李滄溟尺牘便覧　篠田蘭籬編　　　　　	 W916-9
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　京都　中西卯兵衛　宝暦 2（1752）1 冊　半紙半　和

新鐫時用通式翰墨全書　巻 4　　　	 W926-7
　（明）王宇編　陳瑞錫釈
　日本刊　1 冊　美濃　和

　　　　　　927　諷刺　滑稽

笑府　巻 1 〜 5　（清）墨憨斎主人編　　　	 W927-1
　檬懂斎主人訳
　明和 5（1768）1 冊　半紙半　和

　　　　　　933　英米文学（小説）

英国小説昕夕間談　3 巻（巻 1 欠）　　　	 W933-1
　清刊　2 冊　唐

　　　　　　991　ギリシャ文学

通俗伊蘇普物語　渡部温訳　　　　　	 W991-1
　東京　稲田佐兵衛　明治 8（1875）6 冊　半紙　和

通俗伊蘇普物語　6 巻（巻 1 欠）　渡部温訳　	 W991-2
　明治刊　5 冊　半紙　和

 


