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弘前図書館蔵書目録　和装本の部その４

序

　昭和 52 年に刊行した「和装本の部その３」に続いて「そ
の４」が完成した。これは、昭和 52 年以降、藤田久次郎
氏、葛西慎一郎氏等から寄贈を受け、あるいは蒐集したも
のの中から、和装本だけを纏めて一冊にしたものだが、儒
学や医学、芸術などの分野に貴重なものが多く、その活用
と利用が期待される。
　さて本年度は、弘前図書館が、長年郷土資料の整理と分
類に努めてきたその功績が認められ、第 37 回の東奥賞を
受賞するという、まことに記念すべき年である。　そして、
この「和装本　その４」の刊行が、輝かしい本年度の掉尾
を飾る一冊となった事を喜びたい。
　なお、いつもの事ながら、この目録刊行のため、時間を
かけて丹念に整理、分類の仕事にあたられた、葛西恵三氏
を始めとする担当者の方々のご苦労に感謝し、その序とす
る。
　昭和 60 年３月
　　　　　　　　　　　　　　弘前図書館長　吉村和男

凡例

１　この目録は、昭和52年刊の「和装本の部その３」以
後整理された2,923冊を収めたものである。

１　図書の分類は、日本十進分類法（新訂６版）により、
その分類項目内の排列は、書名の五十音頭とし、個人伝
記資料は被伝記者氏名の五十音頭とした。

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

１　記載事項は、標題（書名・編著者名）出版事項（出版
地・出版者・出版年・版次）対照事項（冊数・大きさ）
註記事項（内容細目・註記）の順になっている。ただし、
個人伝記資料に限り標目（被伝記者名）をたてた。

１　筆写本は「写」と明記した。これは刊本に対する写本
で手書きのものを意味する。

１　各図書の右端の記号数字（例：W049-8）は、その図
書の請求記号である。

１　常用漢字表・人名用漢字別表にある漢字については、
その字体に統一するようにつとめた。

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

第２版（PDF版）凡例

１　漢字の旧字体については、検索の便を考えて新字体と
した。

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

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

１　書名索引は割愛した。

　　　平成26年3月



和 装 本 目 録 ４

2

弘前図書館蔵書目録　和装本の部その４

０００　総記

　　　　030　百科辞書　類書　名数

万民実益現今活用全書　伴源平編　　　　　	 W031-29
　大阪　大阪共同出版舎　明治18（1885）1冊　横小　和

内外一覧　　　　　　　　　　　　　　	 W031-9 ハ
　橋詰敏　高橋白山（利貞）共編
　東京　山城屋佐兵衛　明治 6（1873）1 帖　折本

官民懐中万用便　青木輔清編　　　　	 W031-28
　東京　内田芳兵衛　明治 13（1880）1 冊　横小　和

和漢三才図会　　　　　　　　　　　	 W031-14 ロ
　正徳 2（1712）73 冊　美濃　和
　内容：首尾各1巻及び105巻迄　但し1〜6巻,37巻,81巻欠

和漢名数大全　上田元周重編　　　　　	 W031-30
　東京　名山閣　明治 14（1881）1 冊　小　和

　　　　　　　　　　　　◇

新刊校正　円機活法全書　（明）王世貞増校　　	W032-13
　京都　積徳堂　延宝元（1673）38 冊　半紙　和
　内容：詩学　序目及巻之 24 迄（巻之 20 欠）
　　　　韻学　巻之 14 迄

増補万宝全書　20 巻　続 6巻　　　　　　	 W032-14
　上海　光緒 32（1906）8 冊　小　唐

　　　　　　　049　雑書

閑田次筆　巻 4〔伴資芳〕　　　　　　	 W049-149
　京都　野田次兵衛　文化 3（1806）1 冊　美濃　和

鳩巣小説　3 巻〔室鳩巣〕（直清）　　	 W049-150
　慶応元（1865）写　3 冊　半紙　和

居行子　5 巻（巻 1,3 欠）〔西村遠里〕　	 W049-146
　刊　3 冊　美濃　和

桂林漫録　2 巻　桂川中良　　　　　　	 W049-145
　江戸　前川六仁衛門　寛政 12（1800）2 冊　美濃　和

新聞紙抜書　明治 19年〜 28年　　　　	 W049-147
　藤廼舎（藤田倫徳）
　写　5 冊　半紙　和

図会提要　2 巻　　　　　　　　　　　　	 W049-144
　耕道軒小妻（喜多村登美）
　写　2 冊　半紙　和

駿台雑和　5 巻　室鳩巣（直清）　　　　	 W049-148
　江戸　祟文堂　寛延 3（1750）5 冊　美濃　和

柳葊雑筆　巻 3　栗原信充　　　　　　	 W049-67
　刊　1 冊　美濃　和

　　　　　　070　新聞

内外新報　第 16〜 30 号　　　　　	 W071-11
　慶応 4（1868）1 冊　美濃半　和

　　　　　　080　叢書　全集

好古類簒　宮崎幸麿編　　　　　　　　	 W081-8
　東京　好古社事務所　明治33,34（1900,01）3冊

　半紙　和
　内容：第2集　大国隆正翁ことたまの説（宮崎幸麿）石
敢当石（西島準之助）天平十年伊豆国正税目録残余一片
（今井貞吉）古代の馬具（若林勝邦）法隆寺金堂建築及
壁画（小杉榲邨）陶器（小杉榲邨）彫刻（小杉榲邨）刺
繍（小杉榲邨）浮世絵の沿革（宮崎幸麿）石灯爐（宮崎
幸麿）菊（宮崎幸麿）
　第3集　天平十年伊豆国正税目録残余一片（今井貞吉）
竹島（宮崎幸麿）寛永諸家系図（杏青堂逸人）歴史・文
章・歌詠（小杉榲邨）画伝帝室（小川貢）服飾大意（黒
川真道）天山の印（片野四郎）昇平宝鑑（松浦武四郎）
石灯爐（宮崎幸麿）牡丹（武田酔霞）
　第4集　寛永諸家系図（杏青堂逸入）吉備津塚考（関口
啓之丞）褐色と花色との弁（宮崎幸麿）花押（大岡忠
友）画伝帝室（小川貢）歌詠（小杉榲邨）家屋殿舎考
（黒川真道）推古天皇及び奈良朝時代の寄木細工の筥
（小杉榲邨）奈良朝時代彩色の手筥（小杉榲邨）墓所
集覧（五十嵐篶園　武田酔霞共編）増補囲碁事跡部類抄
（井上頼圀）牽牛花（武田酔霞）
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100　哲学

　　　　　　　121　日本思想

神代正語　3 巻　本居宣長　　　　　	 W121.2-22
　名古屋　永楽屋東四郎　寛政元（1789）序　3冊　美濃　和

神代正語　3 巻　本居宣長　　　　	 W121.2-22 イ
　名古屋　永楽屋東四郎　寛政元（1789）序　3冊　美濃　和

皇典文彙　3 巻　平田篤胤編　　　　	 W121.2-7 イ
　安政 4（1857）序刊　3 冊　美濃　和

大道或問　平田篤胤著　碧川好尚訂	 W121.2-8 ロ
　刊　1 冊　半紙　和

玉久志気　2 巻　本居宣長　　　　　	 W121.2-24
　嘉永 4（1851）写　1 冊　美濃　和

憐駁者　2 巻　野之口隆正（大国隆正）	 W121.2-23
　佐紀乃屋　刊　2 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　　◇

集義和書　巻 13,14,16〔熊沢伯継〕	 W121.5-5 イ
　刊　3 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　　◇

産語　2 巻　太宰純　　　　　　　　	 W121.6-10 ハ
　江戸　西村源六　寛延 2（1749）2 冊　半紙　和

徂徠先生学則并附録標註　上　　　	 W121.6-16 イ
　荻生徂徠（双松）著〔伊〕東亀年標註
　天明元（1781）序　1 冊　美濃　和

　　　　　　　123　経書

経典余師　周易 7巻　渓百年（世尊）　	 W123-3 イ
　大阪　河内屋和助　文政2（1819）跋刊　7冊　半紙　和

　　　　　　　　　　　◇

易学啓蒙諺解大成　4 巻　榊原玄輔　	 W123.1-27
　〔京都〕文台屋治郎兵衛　天和4（1684）8冊　美濃　和

易経　巻下　　　　　　　　　　　　	 W123.1-34
　日本刊　1 冊　美濃　和

易経　巻下　　　　　　　　　　　	 W123.1-35
　日本刊　1 冊　美濃　和

周易　2 巻〔中村〕惕斎（之欽）点　　	 W123.1-24
　日本刊　2 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　　◇

尚書後案　30 巻（清）王鳴盛　　　　	 W123.2-10
　大同書局　光緖 13（1887）2 冊　半紙半　唐

書経　下　後藤嘉幸註解　　　　　　	 W123.2-11
　刊　1 冊　小　和

頭書書経集注　6巻（宋）蔡沈　　　　	 W123.2-4 イ
　大阪　岡島真七　明治 9（1876）6 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　　◇

詩輯伝（詩経集註）8巻　　　　　	 W123.3-15
　（宋）朱熹撰　中西忠蔵校

　東京　椀屋喜兵衛　明治 13（1880）（嘉永 5 年板後摺）
　5 冊　半紙　和

毛詩国字弁　6 巻　首 1巻　　　　　	 W123.3-12 イ
　〔宇野〕東山（成之）
　名古屋　永楽屋東四郎　刊　9 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　　◇

春秋左氏伝校本　1,2　　　　　　　	 W123.6-20
　（晋）杜預集解（唐）陸徳明音義
　東京　明徳館　明治刊　2 冊　美濃半　和

　　　　　　　　　　　◇

孝経　山本信有校　　　　　　　　　　	 W123.7-19
　明道館　寛政 9（1797）1 冊　美濃　和

孝経　〔太宰〕春台（純）訓点　　　　　	 W123.7-20
　江戸　嵩山房　嘉永 4（1851）1 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　　　◇

古本大学　1巻　附大学問　　　　　	 W123.8-71
　（明）王陽明（守仁）旁釈　春日潜菴（仲㐮）点
　京都　山田聖華房　大正 2（1913）1 冊　美濃　和

四書大全説約合参正解（四書正解）　30 巻	 W123.8-7 イ
　（清）呉荃編
　京都　天王寺屋市郎兵衛　元禄10（1697）（後印）
　30冊　美濃　和

〔四書余師〕　　　　　　　　　　　　	 W123.8-62
　嘉永 4,6（1851,53）10 冊　美濃半　和
　内容：大学余師1巻　中庸余師1巻　論語余師4巻　孟子
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余師4巻

大学余師　1巻　　　　　　　　　　	 W123.8-63
　嘉永 4（1851）1 冊　美濃半　和

中庸　（宋）朱熹章句　後藤点　　　　	 W123.8-67
　刊　1 冊　美濃　和

日講四書解義（四書日講解義）26巻　	 W123.8-69
　（清）庫勒納等奉勅
　学訓堂　文久元（1861）（木活）18 冊　半紙　和

孟子　巻 7〜 14　　　　　　　　　　　	 W123.8-66
　（宋）朱熹集註　林道春（信勝）点
　刊　2 冊　美濃　和

論語　巻 1〜 7　朱熹集註　　　　　　	 W123.8-68
　刊　8 冊　美濃　和

論語　巻 6〜 10　　　　　　　　　　	 W123.8-65
　（宋）朱熹集註　林道春（信勝）点
　刊　2 冊　美濃　和

新版改正論語（鼇頭論語）10巻　　　	 W123.8-61
　（宋）朱熹集註
　日本刊　4 冊　美濃　和（首書四書集註）

論語　2 巻（平仮名附）　　　　　　	 W123.8-70
　文久刊　1 冊　美濃半　和

論語古訓正文　2 巻　　　　　　　　　　	 W123.8-64
　〔太宰〕春台（純）訓点　太宰定保校
　江戸　嵩山房　天明 7（1787）1 冊　美濃　和

　　　　　　124　儒教　儒家

道義哲学図解　池田謙蔵　　　　　　　　	 W124-7
　東京　著者　明治 33（1900）3 冊　半紙　和

道義哲学図解　池田謙蔵　　　　　　　	 W124-7 イ
　東京　著者　明治 33（1900）3 冊　半紙　和

　　　　　　125　中世　近世儒家

近思録　14 巻（巻 1.2 欠）　　　　　　　	 W125-36
　〔（宋）朱熹　呂祖謙共編〕
　大阪　加賀屋善蔵　文化 9（1812）3 冊　半紙　和

（標題註疏）小学集成　10 巻　序目・図説　各 1巻
　（朝鮮）金汶校	 W125-37
　風月庄左衛門　万治元（1658）12 冊　美濃　和

標英小学定本　4 巻　　　　　　　　　　　	W125-10 ホ
　（宋）朱熹著（清）饒順卿評訳　岡本敏絞
　東京　北畠茂兵術　明治 13（1880）4 冊　半紙　和

標英小学定本　4 巻　　　　　　　　　	 W125-38
　（宋）朱熹撰　饒順卿評釈
　東京　千鐘房　明治 13（1880）4 冊　半紙　和

伝習録　3巻　附 1巻　　　　　　　　　	 W125-39
　（明）王陽明（守仁）
　正徳 2（1712）序　7 冊　美濃　和

呂語集粋（呻吟語）4巻　　　　　　　　	 W125-40
　（明）呂坤著（清）陳宏謀評
　光緖 5（1879）跋　4 冊　半紙　唐

　　　　　　126　道家　老荘思想

荘子口義大成俚諺鈔　19 巻　首 2巻　　	 W126-12
　毛利貞斎（瑚珀）
　〔京都〕銭屋庄兵衛　元禄 16（1703）21 冊　美濃　和

　　　　　　147　迷信　心霊研究

古今妖魅考　3 巻　平田篤胤　　　　　	 W147-1 イ
　　天保 2（1831）序刊　3 冊　美濃　和

　　　　　　148　相法　占い　運命判断

易学俗解　2 巻　青木親保　　　　　　	 W148-179
　東京　聚栄堂　大正 5（1916）再版　2 冊　半紙　和

易学通解　2巻　井田亀学　　　　　　	 W148-175
　文化 6（1809）　2 冊　半紙　和

易術便蒙　1 巻　片岡如圭（基成）　　	 W148-168
　大阪　藤屋弥兵術　明和 5（1768）1 冊　半紙半　和

大ざっしょ　　　　　　　　　　　　　	 W148-174
　刊　1 冊　美濃　和

家相秘伝集　2 巻　松浦琴鶴（純逸）　	 W148-162
　大阪　河内屋藤兵衛〔天保 11 序〕2 冊　美濃　和

一貫流秘訣家相福臻録　朝見五通　　　　　	 W148-169
　江戸　五明堂　天保元（1830）1 冊　美濃半　和

極秘相法根元録　2 巻　皆川長善　　　	 W148-164
　文政 11（1828）跋刊　1 冊　半紙　和

神相全編正義　3 巻　　　　　　　　　　	 W148-158
　（宋）陳図南（搏）伝　（明）袁忠徹訂　石竜子
　（藤原相明）註
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　文化 4（1807）3 冊　美濃　和

正名法秘録　3 巻　小林晟高　　　　　	 W148-178
　東京　大日本弘祐会出版部　昭和 14　3 冊　半紙　和

増続卜筮盲筇　上巻　平沢随貞（常知）	 W148-171
　刊　1 冊　半紙半　和

相法秘受解　南翁軒　　　　　　　　　	 W148-165
　京都　遠藤平左衛門　明治 25（1892）4 冊　半紙　和

増補宝暦大雑書　　　　　　　　　　　	 W148-177
　天明元（1781）1 冊　美濃　和

手相即坐考　1 巻　続 1巻　蘆塚斎　　	 W148-166
　京都　伊予屋佐右衛門　文化 3, 文政 6（1806,23）2 冊
　半紙半　和

東方朔秘伝置文　巻上　　　　　　　	 W148-173
　写　1 冊　美濃　和

九星図説日用精義大成　2 巻　　　　　　　	 W148-168
　松浦琴鶴（純逸）
　大阪　塩治芳兵衛　明治 14（1881）2 冊　小　和

人相家相独談義　雲城辰二編　　　　　　　	 W148-167
　弘化 3（1846）1 冊　半紙　和

年中運気目和考（東方朔秘伝置文）　	 W148-108 イ
　東京　高木和助　明治 19（1886）1 冊　美濃半　和

増補校正梅花心易掌中指南　5 巻　　　　　	 W148-172
　〔馬場信武〕著　中根松柏補校
　大島　積善館　明治 31（1898）3 冊　美濃半　和

三元秘用方鑑図解　5巻（巻 1欠）　　　　　	W148-161
　松浦琴鶴（純逸）
　大阪　豊田屋宇左衛門　刊　4 冊　半紙　和

方鑑秘伝集　2 巻　松浦琴鶴（純逸）　	 W148-160
　天保 12（1841）跋刊　2 冊　美濃　和

方鑑秘伝集　下巻　松浦琴鶴（純逸）	 W148-160 イ
　大阪　岡田茂兵衛　天保12（1841）跋刊　1冊　美濃　和

方鑑類要　7 巻　附 1巻　松浦琴鶴（純逸） W148-159
　大阪　井筒屋和助　天保 5（1834）4 冊　美濃　和

（三国相伝陰陽輨轄）簠簋内伝金烏玉兎集　5 巻
　安部清明	 W148-176
　京都　村上平楽寺　正保 5（1648）2 冊　美濃　和

万代大雑書古今大成　　　　　　　　	 W148-170
　歌月菴喜笑図・補正
　名古屋　玉潤堂　天保 10（1839）1 冊　美濃　和

　　　　　　150　倫理学　道徳

修身原論　フランク著　河津祐之訳　　	 W150-4
　写　1 冊　美濃　和

脩身論　前編 1巻　後編 2巻（後編巻 1欠）	 W150-3
　ウェーランド著　阿部泰蔵訳
　東京　文部省　明治 7（1874）2 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　◇

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

　　　　　　　　　　◇

葉隠抄　　　　　　　　　　　　　　　	 W156-13
　山本常朝著　佐賀県中等教育会編
　東京　富山房　昭和 16　1 冊　美濃半　和

　　　　　　　　　　◇

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

　　　　　　　　　　◇

集草　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W158-70
　写　1 冊　半紙　和

日用心法鈔（絵入）第 3編　3巻　　　	 W158-60 ロ
　寿福軒（真鏡）
　江戸　寿福軒　天保 11（1840）3 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　◇

害事論　石井光致　　　　　　　　　　	 W159-194
　江戸　須原屋茂兵衛　文政11（1828）1冊　半紙半　和

学問ノススメ　2 〜 11 編　福沢諭吉　	 W159-124 イ
　明治 6,7（1873,74）10 冊　美濃半　和

学問ノススメ　2 〜 10 編　福沢諭吉　	 W159-124 ロ
　明治 6,7（1873,74）9 冊　美濃半　和

西国立志編　原名自助論　　　　　　　	 W159-6 ハ
　スマイルス著　中村正直訳
　静岡　須原屋善蔵　明治 3（1870）11 冊　半紙　和
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三省録　3巻　附言 2巻　志賀忍　　	 W159-163 イ
　江戸　英文蔵　天保 14（1843）5 冊　美濃　和

士規学則　　　　　　　　　　　　　	 W159-199
　写　1 冊　半紙　和

尚倹撮要　3 巻　戸田養恬編　　　　　	 W159-197
　写　3 冊　美濃　和

心学五倫書　1 巻　　　　　　　　　　	 W159-198
　松会　刊　1 冊　美濃　和

西洋品行論　　　　　　　　　　　　	 W159-153	7
　斯邁爾斯著　中村正直訳
　東京　訳者　明治 11（1878）12 冊　半紙　和

西洋品行論　第 1〜 4編　　　　　　	 W159-153 ハ
　期邁爾斯原著　中村正直訳
　東京　訳者　明治 11（1878）4 冊　半紙　和

西洋品行論　第 7,8 編　中村正直訳　	 W159-153 ニ
　東京　訳者　明治 11（1878）2 冊　半紙　和

東照宮御遺訓　附録共　　　　　　　	 W159-196
　寛政 9（1797）写　2 冊　半紙　和

童蒙をしへ草　巻 4,5　福沢諭吉訳　	 W159-126 イ
　尚古堂　明治 5（1872）2 冊　半紙　和

南洲翁之遺訓　西郷隆盛　　　　　　　	 W159-201
　明治 29（1896）写　1 冊　半紙　和

南洲手抄言志録（聖賢之遺訓）　　　	 W159-200
　佐藤坦著　西郷隆盛抄
　写　1 冊　半紙　和

世渡の心得　曽根荒助訳　　　　　　　	 W159-195
　東京　玉沽堂　明治 12（1879）1 冊　半紙　和

　　　　　　　166　道教

和語陰騭録　　　　　　　　　　　　　	 W166-13
　大阪　荒木佐兵衛　安永 6（1777）1 冊　半紙　和

　　　　　　　170　神道

延喜祝詞式・延喜神名式（校正頭注）　	 W170-19
　神谷永平頭注
　名古屋　著者　明治 14（1881）3 冊　半紙半　和

神明大道覚悟　　　　　　　　　　　　	 W170-21
　安永 6（1777）写　1 冊　半紙　和

譬鳥鷺談（絵入）5巻　今岡広道　　　	 W170-20
　京都　袋屋五兵衛　延享 3（1746）5 冊　半紙　和

　　　　　　　171　神道思想

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

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

三道三欲昇降図説（自筆本影印）　　　	 W171-50
　野之口（大国）隆正
　東京　本学会出版部　昭和 5　1 冊　半紙

三道三欲昇降図説　野之口（大国）隆正　	 W171-43

　佐紀乃屋　刊　1 冊　美濃　和

（重刻）神国決疑編　2 巻　　　　　　　　	 W171-42
　竜尚舎（竜野煕近）
　伊勢山田　眠岩堂　天保 8（1837）2 冊　美濃　和

俗神道大意　4 巻　平田篤胤　　　　　　	 W171-44
　写　2 冊　半紙　和

大成経来由審問稽弁　2 巻　　　　　　	 W171-48
　徧無為（依田貞鎮）
　写　2 冊　美濃　和

霊能真柱　2 巻　平田篤胤　　　　　　	 W171-12 ロ
　刊　2 冊　美濃　和

花能志賀良美　菅原定理　　　　　　　	 W171-45
　名古屋　永楽屋東四郎　天保9（1838）序　1冊　美濃　和

番神問答記（兼具記）　　　　　　　　	 W171-49
　中野五郎左衛門　万治 3（1660）1 冊　美濃　和

両部神道一貫口決鈔　巻 3〔源慶安〕　	 W171-47
　刊　1 冊　美濃　和

両部神道口決鈔　6 巻　源慶安　　　　　	 W171-46
　京都　吉田新兵衛　寛政 7（1795）6 冊　美濃　和

　　　　　　　175　神社

穴守稲荷神社縁起　金子市右衛門編　　	 W175-30
　東京　編者　明治 36（1903）1 冊　美濃半　和

出雲大社記　　　　　　　　　　　　　	 W175-25
　享保 13（1728）写　1 冊　半紙　和
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伊勢二所皇大神御鎮坐伝記　　　　　　	 W175-24
　安永 7（1778）写　1 冊　美濃　和

稲荷神社考　2 巻　菅原（前田）夏蔭　　	 W175-29
　天保 7（1836）1 冊　美濃　和

産須那社古伝抄　六人部是香　　　　　	 W175-19
　倚松堂　明治 6（1873）1 冊　美濃　和

首書延喜太神宮式　　　　　　　　　　　　	 W175-27
　京都　西村市郎右衛門　元禄11（1698）1冊　美濃　和

賢所祭神考証　田中頼庸　　　　　　　	 W175-31
　東京　著者　明治 14（1881）1 冊　半紙　和

官社祭神記　2 巻　可部赤邇　　　　　	 W175-16
　京都　出雲寺文次郎　明治 8（1875）2 冊　半紙　和

北野神社由来記　田中尚房編　　　　　	 W175-28
　京都　編者　明治 11（1878）1 冊　美濃　和

皇祖宮所考　菊池正古　　　　　　　	 W175-18
　安政 2（1855）1 冊　美濃　和

皇大神四年鎮座考　一名与謝宮考　　　	 W175-17
　吉岡徳明　大原美能理共著
　豊岡県宵田町　由利安助　明治8（1875）1冊　美濃　和

神社考詳節　林道春　　　　　　　　　	 W175-23
　京都　田原仁左衛門　正保 2（1645）1 冊　美濃　和

神社御改正朝廷御書付之写　明治 4年　	 W175-22
　明治 4（1871）写　1 冊　美濃　和

神職考（皇国神職考）小寺清之　　　　	 W175-21
　名古屋　永楽屋東四郎　刊　1 冊　美濃　和

神道宮縁記神変記大全　巻 3　　　　　	 W175-33
　写　1 冊　半紙半　和

遷宮物語　3 巻　荒木田未偶　　　　　	 W175-20
　　名古屋　永楽屋東四郎　刊　3 冊　美濃　和

内宮外宮弁略解　荒木田末寿　　　　　	 W175-26
　写　1 冊　美濃　和

二所皇太神宮神名略記　出口延佳　　　	 W175-15
　京都　永田調兵衛　元禄 7（1694）1 冊　美濃　和

本朝神社考　巻 4（6巻の内）　　　　	 W175-1 ロ
　〔林〕道春（信勝）
　刊　1 冊　美濃　和

宮比神御伝記　平田篤胤　　　　　　　	 W175-22
　文政 12（1829）跋　1 冊　半紙　和

　　　　　　　176　祭祀

大祓解　源（森川）安範　　　　　　　　	 W176-52
　大阪　増田源兵衛　寛政 12（1800）1 冊　美濃　和

大祓詞新解　荒木田守訓　　　　　　　	 W176-58
　名古屋　永楽屋東四郎　天保13（1842）序　1冊
　美濃　和

橘家十種神宝守伝　　　　　　　　　	 W176-70
　写　1 冊　美濃　和

庚申祭縁記　　　　　　　　　　　　　W176-68	

　写　1 冊　半紙　和

祭典略　祭文例附　草鹿砥宣隆　　　　	 W176-47
　気吹舎塾蔵版　明治 2（1869）序　1 冊　美濃　和

祭典略　草鹿砥宣隆　　　　　　　　　	 W176-48
　気吹舎塾蔵版　明治 2（1869）序　1 冊　美濃　和

祭典略解　2 巻　勝山健雄　　　　　　　	 W176-61
　東京　北沢伊八　明治 16（1883）2 冊　半紙　和

私祭要集　上巻　六人部是香　　　　　	 W176-63
　京都　池村久兵衛　明治 9（1876）1 冊　美濃　和

神事記　檜垣兵庫　　　　　　　　　　	 W176-57
　延享 3（1746）写　1 冊　美濃　和

神事供奉記　3 巻　大中臣長則　　　　　	 W176-64
　伊勢　講古堂　元禄 8（1695）1 冊　美濃　和

神事略　2 巻　古川躬行　　　　　　　　	 W176-49
　大阪　汲古堂　明治 3（1870）序　2 冊　半紙　和

神事略式　神習館主人　　　　　　　　	 W176-51
　明治元（1868）1 冊　美濃　和

神社祭式　式部寮編　　　　　　　　　	 W176-55
　東京　山口屋佐七　明治 8（1875）1 冊　美濃　和

神籤五十占　白幡義篤　　　　　　　　	 W176-54
　東京　須原屋茂兵衛　明治（1870）1 冊　美濃　和

神拝式　　　　　　　　　　　　　　	 W176-66
　明治 3（1870）写　1 冊　美濃　和
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葬祭略式　近衛忠房　千家尊福攷定　　	 W176-65
　明治　写　1 冊　半紙　和

天地人祝詞祭文　岡熊臣　　　　　　	 W176-45
　東京　石河年養　明治 13（1880）2 冊　美濃　和

十種行事次第　　　　　　　　　　　　	 W176-72
　写　1 冊　美濃　和

十種玉形神秘　　　　　　　　　　　　	 W176-71
　安永 8（1779）1 冊　美濃　和

中臣大祓図会　3 巻　蓬室有常著　　　	 W176-59
　松川半山画
　大阪　秋田屋太右衛門　嘉永5（1852）3冊　美濃　和

中臣祓集説　3 巻〔橘三喜〕　　　　　	 W176-46
　京都　武村市兵衛　寛文 2（1662）1 冊　美濃　和

中臣祓抄　2 巻　　　　　　　　　　　　　	 W176-69
　写　1 冊　美濃　和

神武天皇御製井法中臣祓本義　2 巻〔三木広隆〕
　刊　2 冊　美濃　和 　　W176-53

祝詞正訓（祝詞式正訓）2巻　　　　　　	 W176-50
　〔平田篤胤〕著　平田銃胤校
　東京　平田胤雄　明治18（1885）再版　1冊　美濃　和

拝神略辞　瀬戸清次郎　平田篤胤　　　	 W176-62
　大阪　著者　明治 7（1874）1 冊　半紙　和

毎朝神拝詞記　平田篤胤　　　　　　	 W176-10 イ
　文政 12（1829）跋　1 帖　小　折本

御神楽一宮俳優口伝　　　　　　　　　	 W176-67
　寛政元（1789）写　1 冊　半紙　和

由奉幣大奉幣部類　　　　　　　　　　	 W176-56
　写　1 冊　美濃　和

六根清浄太祓　宮内彦平太述　　　　　	 W176-73
　宝永 7（1710）写　1 冊　半紙半　和

六根清浄太祓図会　3 巻　　　　　　　　	 W176-60
　蓬室有常著　松川半山画
　大阪　秋田屋太右衛門　嘉永6（1853）3冊　半紙　和

　　　　　　　180　仏教

出定笑語附録　2 巻　平田篤胤　　　　	 W180-9 ハ
　刊　3 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　◇

観音経講釈　凌雲堂主人書・校正　　　	 W183-60
　江戸　須原屋茂兵衛　刊　1 冊　半紙半　和

観音経鈔　2 巻　釈智沅　　　　　　　　	 W183-61
　村上勘兵衛　寛文元（1661）1 冊　美濃　和

善悪因果経和談図会　6 巻　　　　　　	 W183-58
　松亭金水（中村保定）釈　玉蘭斎貞秀画
　刊　6 冊　美濃　和

大乗起信論（印）馬鳴著（梁）真諦訳　	 W183-62
　明治 28（1895）写　1 冊　半紙　和

妙法蓮華経　巻第 5上　　　　　　　　　	 W183-59
　鳩摩羅什訳　釈道威入注

　刊　1 冊　美濃　和

　　　　　　　　　◇

奥州平泉関山中尊寺案内記　2 巻　　　　　　	 W185-35
　刊　2 冊　半紙　和

　　　　　　　　　◇

数珠功徳和讃　附釈尊一代記御万陀羅　	 W186-29
　明治 26（1893）写　1 冊　美濃半　和

　　　　　　　　　◇

一二いろは和讃説法　釈無能　　　　	 W188.6-74
　明治 24（1891）写　1 冊　美濃半　和

中将姫行状記抄書　2巻　　　　　　　	 W188.6-72
　写　1 冊　美濃　和

中将姫無経記　巻上 , 中　　　　　　	 W188.6-73
　写　2 冊　美濃　和

祐天大僧正御伝記　12 巻　　　　　　	 W188.6-75
　文政 2（1819）2 冊　美濃　和

　　　　　　　　　◇

〔御文章〕（3帖目）〔釈蓮如〕（兼寿）	 W188.7-173
　刊（釈真如版）1 冊　半紙倍　和

〔御文章〕（4帖目）〔釈蓮如〕（兼寿）	 W188.7-227
　写　1 冊　美濃　和

正言偈和讃　　　　　　　　　　　	 W188.7-226
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　明治 26（1893）写　1 冊　美濃半　和

　　　　　　　　　◇

改定評唱冠註無門関　　　　　　　　　　　	W188.8-64
　（宋）釈慧開撰（末）釈宗紹編　町元呑空評
　京都　貝葉書院　明治 43（1910）1 冊　美濃　和

（訂補）建㒋記図会　2巻　　　　　　　	 W188.8-63
　釈面山（瑞方）訂補　大賢等図会
　法華寺蔵版　文化 3（1806）序　2 冊　美濃　和

興禅大灯国師年譜　釈宗如編　　　　	 W188.8-70
　東京　奥田正造　昭和 8　1 冊　半紙　和
　註：釈妙超の一代記

参同契・宝鏡三昧不能語　　　　　　	 W188.8-68
　釈慧印著　林古芳註解
　東京　森江佐七　明治 17（1884）1 冊　美濃　和

宗門葛藤集　2 巻　釈智道校　　　　	 W188.8-69
　京都　出雲寺文次郎　明治 23（1890）1 冊　半紙　和

蒼竜窟年譜　釈宗演等編　　　　　　	 W188.8-71
　東京　大倉保五郎　明治 27（1894）1 冊　半紙　和
　註：今北洪川（宗温）の一代記

仏果圜悟禅師碧巌録　10巻　　　　　	 W188.8-66
　（宋）釈重顕頌古（宋）釈克勤評唱
　京都　一切経印房　明治 27（1894）2 冊　半紙半　和

無門関（鼇頭）　　　　　　　　　　　	 W188.8-65
　（宋）釈慧開撰（宋）釈宗紹編
　京都　明治刊（宝暦 2 年板後摺）1 冊　美濃　和

臨済慧照禅師語録　　　　　　　　　	 W188.8-67
　（唐）釈義玄著（宋）釈慧然編
　京都　明治刊（元禄 12 年板後摺）1 冊　美濃　和

　　　　　　　190　キリスト教

天道溯原解　　　　　　　　　　　　　	 W190-19
　マルチン著　カラアゾルス訳
　東京　訳者　明治 7（1874）3 冊　半紙　和

２００　歴史

　　　　　　　209　世界史　文化史

万国史記　20 巻　岡本監輔編　　　　	 W209-2 イ
　東京　編者　明治 12（1879）10 冊　半紙　和

万国新史　上・中・下編各 6巻（下編巻 5,6 欠）
　箕作麟祥編 　W209-1 ロ
　東京　玉山堂　明治 4,9（1871,76）16 冊　半紙　和

　　　　　　　210　日本

国史名称読例　稲垣千頴編　　　　　　	 W210-43
　東京　青山清吉　明治 8（1875）1 冊　半紙半　和

日本王代一覧　巻 2,3（5巻の内）　　	 W210-34 イ
　刊　2 冊　美濃　和

勾玉考　谷川士清　　　　　　　　　	 W210-42
　刊　1 冊　半紙　和

和漢年代重宝記　松亭金水　　　　　　	 W210-41
　江戸　森屋治郎兵衛　嘉永元（1848）1冊　半紙半　和

　　　　　　　　　　◇

亀山院御凶事記　嘉永三年九月廿二日至廿九日
　西園寺公衡 　　　W210.09-47
　写　1 冊　美濃　和

宮殿調度図解　附乗物考　関根正直　	 W210.09-52
　東京　林書房　明治35（1902）訂正3版　1冊　半紙　和

宮殿調度図解　附乗物考　関根正直	 W210.09-52 イ
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　東京　六合館書店・林書房　明治33（1900）再版
　1冊　半紙　和

公事根源集釈　3 巻　　　　　　　	 W210.09-38 イ
　一条兼良著　松下見林注
　京都　村上勘兵衛　元禄7（1694）（後刷）3冊　美濃　和

御即位御規式見聞記　文化 14年　　	 W210.09-53
　写　1 冊　半紙　和

改版増補装束甲冑図解　2 巻　附弓剣馬	具図解
　関根正直 　W210.09-54
　東京　六合館書店・林書房　明治36（1903）訂正4版
（初版明治33）2冊　半紙　和

大嘗会儀式具釈　9 巻〔荷田在満〕　	 W210.09-50
　万延 2（1861）写　1 冊　半紙　和

大嘗会便蒙　2 巻　荷田在満　　　　	 W210.09-51
　文政 2（1819）写　2 冊　半紙　和

服忌令　　　　　　　　　　　　　　	 W210.09-49
　天保 11（1840）写　1 冊　半紙　和

服忌令　上　　　　　　　　　　　　	 W210.09-48
　安政 6（1859）写　1 冊　半紙　和

服忌令聞合答書　　　　　　　　　	 W210.09-46
　写　1 冊　半紙　和（稽古館旧蔵）

　　　　　　　　　　　◇

国史略　5 巻（巻 4欠）岩垣松苗　　	 W210.1-20 イ
　京都　藤井孫兵衛　明治 7（1874）4 冊　美濃　和

国史略　7巻　石村貞一編　　　　　	 W210.1-24 ハ
　東京　東生書館　明治13（1880）2版　7冊　美濃半　和

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

国史略字引　綾部乙松編　　　　　	 W210.1-27 イ
　東京　東生亀治郎　明治 12（1879）1 冊　半紙半　和

国史略字類大全　2 巻　片岡義助編　	 W210.1-47
　彫雲堂　明治 13（1880）2 冊　美濃半　和

国史略字類大全　2 巻　堀井篤忠編　	 W210.1-44
　京都　遠藤平左衛門　明治13（1880）2冊　美濃半　和

校刻日本外史　22 巻　頼㐮著　保岡孚校	 W210.1-13 ニ
　江戸　和泉屋半兵衛　元治元（1864）12 冊　半紙　和

校正日本外史　巻 2,3,6,7,22　頼㐮	 W210.1-35 イ
　京都　頼又次郎　明治 18（1885）3 冊　半紙　和

日本外史　22 巻　頼㐮　　　　　　　	 W210.1-46
　東京　河内屋吉兵衛　明治4（1871）12冊　美濃半　和

増補日本外史　巻 19,20　頼山陽（㐮）　	 W210.1-45
　刊（頼氏蔵版）1 冊　美濃半　和

増補日本外史　22巻　　　　　　　　　	 W210.1-41 イ
　頼久太郎（㐮）著〔頼復〕補
　東京　阪上半七　明治 15（1882）12 冊　半紙　和

改正増補日本外史字類　巻 3　榧木寛則編　	 W210.1-48
　東京　山中市兵衛　明治 9（1876）1 冊　横小　和

新撰日本外史　巻 1　笠間益三編　　	 W210.1-30 ロ

　東京　中近堂　明治 15（1882）再版　1 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　◇

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

神代巻御釈　乾 2,3　坤 1,2　　　　	 W210.3-27
　写　4 冊　美濃　和

日本書紀　巻 1　　　　　　　　　　	 W210.3-28
　刊　1 冊　美濃　和

日本書紀　巻 2　　　　　　　　　　	 W210.3-29
　寛文 7（1667）（慶長敕板による）1 冊　美濃　和

日本書紀　巻 2　山崎嘉政正　　　　	 W210.3-30
　刊　1 冊　美濃　和

日本書紀〔講註〕（八雲之段・万物出生段・黄泉一言・
　保食神一書）	 　W210.3-31
　写　2 冊　美濃　和

扶桑見聞私記（抄）5巻　大江広元　	 W210.3-26
　写　5 冊　半紙　和

　　　　　　　　　◇

甲陽軍艦　20 巻　　　　　　　　　　　	 W210.4-29
　〔高坂弾正〕（昌信）著　春日惣次郎書継
　京都　村上平楽寺　明暦 2（1656）23 冊　美濃　和

甲陽軍艦　巻 10上〔高坂弾正〕（昌信）	 W210.4-30
　刊　1 冊　美濃　和
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〔関ケ原御陣之図〕　　　　　　　　	 W210.4-28
　写　1 舗　68 × 84

渡部水庵物語　渡辺水庵（勘兵衛）　	 W210.4-31
　写　1 冊　美濃　和

　　　　　　　　　◇

亜英人対話書　文久元年　　　　　	 W210.5-135
　〔明治〕写　1 冊　半紙

赤穂盟伝　6巻　　　　　　　　　　　	 W210.5-137
　写　3 冊　半紙　和

安政見聞誌（彩色絵入）3巻　　　　	 W210.5-133
　刊　8 冊　半紙　和

御触書・御届書・風説書　安政 7年　	 W210.5-136
　安政 7（1860）写　1 冊　美濃　仮和

懐旧記事　5 巻　　　　　　　　　　　　	 W210.5-138
　含雲居士（山縣有朋）口述　秋月新太郎筆記
　東京　丸善株式会社　明治 31（1898）5 冊　半紙　和

京都新徴組より江戸付同役江紙面写　	 W210.5-132
　写　1 冊　半紙　和

魯西亜応接書　安政 5年　　　　　　	 W210.5-134
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　◇

九州戦地一覧　武藤安賢編　　　　　	 W210.6-39
　東京　錦耕堂　明治 10（1877）1 舗　畳物

熊本十日記　松本万年編　　　　　　	 W210.6-40
　東京　稲田政吉　明治 10（1877）2 冊　半紙　和

御所御書付之写　明治元年　　　　　	 W210.6-36
　写　1 冊　半紙　和

御宸翰之写　明治元年 3月 14 目　　　	 W210.6-37
　写　1 冊　美濃　仮綴
　註：億兆安撫国威宣布の彭宸翰

明治新史　巻 1〜 5　北川舜治編　　　	 W210.6-38
　部田村（滋賀県）編者　明治9（1876）5冊　美濃半　和

　　　　　　　　　　◇

巌手県史談　志村義玄　　　　　　　	 W212.2-4
　盛岡　鶴鳴閣　明治 32（1899）1 冊　半紙　和

〔盛岡城之図〕　　　　　　　　　　　	 W212.2-5
　明治元（1868）写　1 舗　80 × 180

　　　　　　　　　　◇

仰渡日記　文化 15年　　　　　　　　	 W212.4-14
　文化 15（1818）写　1 冊　半紙　仮和

〔前小屋〕日記　　　　　　　　　　　　　	 W212.4-15
　享保 12 〜天明元（1727 〜 81）写　3 冊　美濃・半紙
　仮和
　内容：亨保 12 年〜 15 年　元文元年〜 5 年　天明元年

万日記帳　正徳 2年・享保 20年，21年　	 W212.4-3
　正徳 2 〜享保 21（1712 〜 36）写　2 冊　半紙　仮和

　　　　　　　　　　◇

長州建白并公辺御書付并京大坂表風説書　	 W215-2
　元治元年
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　　◇

因伯碑文集　鳥取県女子師範学校郷土室編	 W217-3
　東京　編者　昭和 12　1 冊　半紙　和

　　　　　　222　中国（東洋史）

（立斎先生標題解註音釈）十八史略　7 巻　	 W222-19 ロ
　（元）曽先之編（明）陳殷音釈　岩垣彦明標記
　岩垣松苗増補
　京都　近江屋藤兵衛　明治3（1870）3冊　美濃半　和
　別題：（標記増補）十八史略

（立斎先生標題解註音釈）十八史略　7 巻　　	 W222-60
　〔（元）曽先之〕編（明）陳殷音釈　岩垣彦明標記
　岩垣松苗増補
　京都　永田長左衛門　明治 22（1889）7 冊　半紙　和

（立斎先生）標註十八史略読本　7 巻　　	 W222-20 イ
　（元）曽先之編（明）陳殷音釈　大賀富二補
　東京　山中市兵衛　明治15（1882）3版　7冊　美濃　和

歴代帝王紹運図　（宋）諸葛深　　　　　	 W222-59
　日本刊　1 冊　美濃　和

　　　　　　230　ヨーロッパ（西洋史）

欧羅巴文明史　14 巻　　　　　　　　　	 W230-4
　ギゾー著　永峰秀樹訳
　東京　奎章閣　明治 10（1877）　14 冊　半紙　和
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　　　　　　　　　　　◇

英国文明史　第 1,2 編　　　　　　　　	 W233-1 イ
　伯克爾（バックル）著　土居光華　萱先奉三共訳
　東京　宝文閣　明治 12（1879）3 冊　半紙　和

　　　　　　　280　伝記

近古史談　4 巻（巻 3,4 欠）　　　　　　	 W281-90
　大槻磐渓（清崇）
　江戸　玉山堂　刊　1 冊　美濃

殉難録稿　巻 1〜 43　川田剛等　　　	 W281-31 イ
　東京　宮内省　明治 26 〜 33（1893 〜 1900）44 冊
　半紙　和

勢免天話草　20 巻　２編 20巻　附 7巻　	 W281-93
　〔渋井徳章〕編
　写　34 冊　美濃　和

武林隠見録　巻 14〜 19　　　　　　　　	 W281-94
　宝暦 11（1761）写　1 冊　美濃　和

武林隠見録　19 巻（巻 1〜 9欠）　　　　	 W281-95
　写　1 冊　半紙　和

明治孝節録　4 巻　近藤芳樹編　　　　	 W281-92
　東京　宮内省蔵版　明治 10（1877）4 冊　半紙　和

明良洪範　25 巻　続 10巻　真田増誉　　	 W281-91
　郁文堂　刊（木活）35 冊　美濃　和

　　　　　　　　　◇

改正官員録　彦根正三編　　　　　	 W281.03-151
　東京　編者　明治 14（1881）1 冊　横小　和

華族銘鑑　明治 11年９月改正　　　	 W281.03-153
　味岡弥輔編
　東京　青山堂　明治 11（1878）1 冊　半紙半　和

増補再板鎌倉武鑑　初編上　　　　　　	 W281.03-156
　刊　1 冊　美濃半

座談会記念帖　　　　　　　　　　	 W281.03-160
　昭和 6 〜 17 写　7 帖・1 冊　美濃　折本
　内容：1　昭和6年　２　昭和6,7年　４　昭和8,9年　
５　昭和9年　７　昭和11,12年　９　昭和14年　11　
昭和15,16年　12　昭和17年

泰平万代大成武鑑　4 巻　附御三家方御附	W281.03-157
　江戸　出雲寺方次郎　嘉永7（1854）5冊　半紙半　和

大日本全国持丸長者改正一覧（大日本持丸長者鑑）
　宝永堂編	 W281.03-154
　東京　編者　明治14（1881）1枚　50×86　一枚もの

太平略武鑑　　　　　　　　　　　	 W281.03-150
　〔宝暦 11〕（1761）1 冊　小　和

年賀帖　　　　　　　　　　　　　	 W281.03-158
　昭和 6　写　1 冊　美濃　和

袖珍藩銘録　荒木氏編　　　　　　　	 W281.03-60 イ
　東京　和泉屋市兵衛　明治 3（1870）1 冊　横小　和

明治官員録　青山長挌編　　　　　	 W281.03-152
　東京　山中市兵衛　明治 15（1882）1 冊　横小

来賀芳名　　　　　　　　　　　　	 W281.03-159
　昭和 10 写　1 帖　美濃　折本

改正列藩一覧　　　　　　　　　　　　	 W281.03-155
　東京　須原屋茂兵衛　明治 3（1870）1 冊　横小　和

　　　　　　　　　　　◇

宋名臣言行録　前集 10巻　後集 14巻　　	 W282-23
　（宋）朱熹編（明）張采評閲
　日本刊　6 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　　◇

藩翰譜　〔新井君美〕　　　　　　　　	 W288-26
　嘉永 2（1849）写　17 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　　◇

聖徳余光　辻善之助　　　　　　　　	 W288.4-20
　東京　紀元二千六百年奉祝会　昭和15　1冊　半紙　和

尊厳なる我国体　佐藤範雄　　　　　	 W288.4-19
　広島　神徳書院　昭和3　改訂増補重版（初版大正4）
　1冊　半紙　和

明治天皇行幸年表　矢吹活禅編　　　	 W288.4-21
　東京　聖文閣出版部　昭和18　改版　1冊　美濃半　和

　　　　　　　　　　　◇

大日本諸旗章表　　　　　　　　　　	 W288.9-2
　三浦氏蔵板〔明治 6〕（1873）1 枚　19 × 26
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　　　　　　289　個人の伝記

伊達政宗
　仙台藩祖実録　2 巻　斎藤馨　　　　	 W289-104
　仙台　静雲堂　明治 13（1880）2 冊　半紙　和

徳川家康
　松平啓運記　3 巻　　　　　　　　　	 W289-109
　写　1 冊　半紙　和

徳川斉昭
　校定常陸帯　4 巻〔藤田東湖〕（彪）　　	 W289-108
　光霽楼　慶応 2（1866）（木活）4 冊　美濃半　和

徳川光圀
　義公黄門仁徳　　　　　　　　　　　	 W289-111
　写　3 冊　美濃　和

　桃源遺事　　　　　　　　　　　　　	 W289-110
　写　1 冊　半紙　和

長沼澹斎（宗敬）
　澹斎長沼先生伝　　　　　　　　　	 W289-105
　安政 4（1857）写（岩田恵則）1 冊　半紙　和

成島和鼎
　五月の玉（竜洲先生終焉の記）　成島勝雄	 W289-103
　写　1 冊　美濃　和

秦豊助
　秦豊助　秦五十子編　　　　　　　	 W289-112
　東京　編者　昭和 10　1 冊　美濃　和

和気清麻呂
　和気護王大神記　　　　　　　　　　　　	 W289-106

　小畠久公著　角谷隆音補
　京都　西村慈卓　明治 10（1877）1 冊　半紙　和

　和気公御伝記二葉の楓　半井真澄編　　	 W289-107
　京都　編者　明治 44（1911）再版　1 冊　半紙　和

　　　　　　　290　地誌　紀行

掌中万国図　工藤東平　　　　　　　　	 W290-29
　嘉永 6（1853）1 帖　小　折本
　註：工藤東平は津軽の人

西洋旅案内　2 巻　外篇 1巻　　　　　　	 W290-32
　福沢諭吉著　（外）吉田賢輔編
　尚古堂　慶応 3, 明治 2（1867,69）　3 冊　半紙　和

地学事始　初編　松山棟菴訳　　　　　	 W290-31
　東京　慶応義塾　明治 3（1870）3 冊　美濃半　和

地球説略　中巻　　　　　　　　　　　	 W290-22
　褘理哲著　箕作阮甫訓点
　〔元治元〕（1864）1 冊　美濃　和（弘前藩学校旧蔵）

地球訳図　　　　　　　　　　　　　　	 W290-30
　刊　1 舗（旧蔵印：第十五中学区亀甲小学之印）

万国地理訓蒙　　　　　　　　　　　　	 W290-34
　コロネル著　西村恒方訳
　東京　弘成堂　明治 5（1872）1 冊　美濃半　和

横浜文庫（横浜開港見聞誌）6巻　橋本玉蘭斎	 W290-33
　文久 2（1862）序　6 冊　半紙　和

輿地誌略　12 巻　内田正雄編　　　　	 W290-9 ハ
　明治 3 〜 13（1870 〜 80）1 冊　美濃　和

輿地誌略　巻 1〜 7　内田正雄編　　　	 W290-9 ニ
　東京　木村文三郎　明治 8（1875）7 冊　美濃　和

　　　　　　　　291　日本

改置府県概表　大蔵省編　　　　　　　	 W291-53
　江戸　北畠茂兵衛　明治 5（1872）1 冊　半紙　和

大東宝鑑　二橋長編　　　　　　　　　	 W291-55
　東京　須原屋茂兵衛　明治5（1872）1舗　43×95　畳物

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

大日本海陸全図　整軒玄魚図　　　　　	 W291-52
　江戸　恵比寿屋庄七　文久 4（1864）1 舗　72 × 98

大日本測量全図　並五港之全図　　　　	 W291-58
　下村孝光編
　東京　東崖堂　明治 19（1886）1 舗　美濃半　畳物

東海道名所図会　6 巻　秋里籬島（舜福）	 W291-22 イ
　江戸　須原屋茂兵衛　寛政 9（1797）6 冊　美濃　和

諸国奇談東遊記　5 巻（巻 4,5 欠）後編 5巻	 W291-51
　橘南谿（宮川春暉）
　天保 8（1837）写　1 冊　半紙　和

日本事情　2 巻　市岡正一　　　　　　	 W291-56
　東京　文昌堂　明治 8（1875）2 冊　半紙　和

日本地理小誌　5 巻　中根淑　　　　　	 W291-57
　東京　著者　明治 12（1879）5 冊　半紙　和
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府県表（官版改正府県表）明治 6年 10 月改　	 W291-54
　東京　山中市兵衛　明治 6（1873）1 枚　一枚もの

兵要日本地理小誌　3巻（巻 1欠）　　	 W291-25 イ
　〔中根淑〕
　明治刊　2 冊　美濃半　和

　　　　　　　　　　◇

〔蝦夷絵図〕　　　　　　　　　　　　	 W291.1-28
　写　1 舗　120 × 130

〔蝦夷之地図〕　　　　　　　　　　　　	 W291.1-27
　写　1 舗　71 × 92

〔松前市中絵図〕　　　　　　　　　　	 W291.1-29
　写　1 舗　103 × 214

〔松前町絵図〕　　　　　　　　　　	 W291.1-26
　写　1 舗　71 × 164

　　　　　　　　　　◇

荘内国図　　　　　　　　　　　　　	 W291.2-18
　写　1 舗　53 × 94

〔松島塩釜案内之図〕藤原直常　　　	 W291.2-19
　宮城　菅原屋茂三郎　享和 3（1803）1 枚　30 × 126
　一枚もの

　　　　　　　　　　◇

〔江戸浅草絵図〕　　　　　　　　　	 W291.3-27
　写　1 舗　128 × 186

再校江戸砂子温故名跡誌（江府名跡志）　6 巻（巻 1,3,5
下欠）〔菊岡〕沾涼編	 W291.3-28
　藤木久市　明和 9（1772）5 冊　半紙　和

東都名所古跡神社仏閣独案内記　　　	 W291.3-29
　嘉永 4（1851）1 枚　48 × 66.5　一枚もの

　　　　　　　　　　◇

富士山須山口略絵図　　　　　　　　	 W291.5-6
　刊　1 枚　38 × 58　一枚もの

　　　　　　　　　　◇

近江国唐崎一ツ松之図　福智白瑛図　	 W291.6-32
　文政 11（1828）1 枚　44.5 × 36　一枚もの

京都府誌　京都府編　　　　　　　　	 W291.6-33
　京都　編者　大正 4（1915）2 冊　1 帙　美濃　和

　　　　　　　　　　◇

〔対馬国〕海瀕舟行国　　　　　　　　　	 W291.9-4
　写　1 舗　畳物

　　　　　　　292　アジア

天下郡国利病書　巻 7〜 120　　　　　	 W292.2-7
　（清）顧炎武編
　光緖 27（1901）27 冊　美濃半　唐

読史方輿紀要　130 巻　附方輿全図総説　5 巻（巻 4,5 欠）
　（清）顧祖禹　	 W292.2-8
　図書集成局　光緖 27（1901）31 冊　美濃半　唐

　　　　　　　　　　◇

英国竜動新繁昌記　３編　　　　　　　　　	 W293-1
　ヂョン・マレー著　丹羽純一郎訳
　東京　高橋源五郎　明治 11（1878）1 冊　美濃半　和

　　　　　　　　　　◇

美理哥国総記和解　3 巻　正木篤　　　　	 W295-2
　嘉永 7（1854）序　3 冊　半紙　和
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300　社会科学

　　　　　304　論文　随筆　雑記

学者安心論　福沢諭吉　　　　　　　　　	 W304-2
　東京　著者　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

学者安心論　福沢諭吉　　　　　　　　	 W304-2 イ
　東京　著者　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

文明論之概略　6巻　福沢諭吉　　　　	 W304-1 イ
　東京　著者〔明治 9〕（1876）6 冊　半紙　和

　　　　　　310　政治

政治略原　2巻　ヨング著　何礼之訳　	 W310-93
　明治 4（1871）2 冊　半紙　和

唐陸宣公集　22 巻（唐）陸贄撰　　　　	 W310-94
　上海　著易堂　光緖 24（1898）4 冊　美濃半　唐

牧民忠告　（元）張希孟　　　　　　　　　	 W310-95
　写　1 冊　半紙　和

本佐録（本田正信書）本多正信　　　　	 W310-92
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　◇

〔太政官達〕明治 3年　　　　　　　　	 W310.9-7
　明治 3（1870）写（原本）38 通

太政官日誌　　　　　　　　　　　　	 W310.9-2 ロ
　慶応 4 〜明治 2（1868,69）13 冊　半紙　和
　内容：慶応4年第1〜8,11〜15,31〜75　明治紀元第81

〜90,91〜100,101〜110,111〜120,121〜130,131〜
140,141〜160,161〜170明治2年第21〜50,61〜110

　　　　　　　　　　◇

立憲政体略　加藤弘蔵（弘之）　　　　　	 W313-1
　東京　紀伊国屋源兵衛　慶応4（1868）1冊　半紙　和

勲章諸達　明治 8年〜 23年　　　　　　	 W317-2
　写　1 冊　美濃　和

警官陶冶篇　松井茂久　　　　　　　	 W317.7-2
　福岡　林斧斤　明治25（1892）3版（初版明治22）2冊
　半紙　和

米利堅条約書　安政 5年　　　　　　　　	 W319-8
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　　320　法律

新令字解　荻田嘯編　　　　　　　　　	 W320-3
　東京　須原屋茂兵衛　明治元（1868）1 冊　横小　和

増補新令字解　荻田嘯編　東条永胤補　　	 W320-5
　東京　須原屋茂兵衛　明治 3（1870）1 冊　横小　和

布告律令字引　山本義俊編　　　　　　	 W320-4
　明治 9（1876）1 帖　小　折本

　　　　　　　　　　　◇

官省規則全書　博聞社編　　　　　	 W320.9-3 イ
　東京　著者　明治 7,8（1874,75）3 帖　小　折本
　内容：第1〜3篇　第4,5篇　第6〜10篇（明治8年1月訂正）

　　　　　　　　　　　◇

立法論綱　4 巻　　　　　　　　　　　	 W321-2 イ
　ベンサム原著　島田三郎重訳
　東京　中外堂（元老院蔵版）明治11（1878）4冊
　半紙　和

　　　　　　　　　　　◇

延喜式　50 巻　藤原忠平等奉敕撰　　	 W322.13-3
　出雲寺蔵版　享保8（1723）（明暦3板）50冊　美濃　和

　　　　　　　　　　◇

青標紙　後編共〔大野広城〕　　　	 W322.15-57
　写　2 冊　美濃　和

当用一覧（武家年中行事）4巻　　　	 W322.15-56
　享保 21（1736）写　1 冊　美濃　和

徳川禁令考　首巻 , 巻 1〜 5　司法省編　	 W322.15-55
　東京　編者　明治 11（1878）6 冊　半紙　和

寛保柳営秘艦　10 巻〔菊池弥門〕　　	 W322.15-58
　写　3 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　◇

官位相当表　明治元年　　　　　　　	 W322.16-6
　明治 3（1870）写　1 枚　一枚もの

〔弾正台〕弾例（明治 2年太政官達）　	 W322.16-5
　明治 2（1869）写（原本）1 通

　　　　　　　　　　◇
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和蘭政典　2 巻　神田孝平訳　　　　　　	 W323-2
　明治元（1868）序　2 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　◇

金穀貸借心得　6巻　近藤圭造編　　　	 W324-3 イ
　東京　汎愛堂　明治 7（1874）6 冊　半紙　和

戸籍法　3 巻　附録　市岡正一編　　　　	 W324-7
　東京　荒川藤兵衛　明治 11（1878）4 帖　小　折本

仏蘭西法律書民法　箕作麟祥訳　　　　　	 W324-9
　東京　小林新兵衛（文部省蔵阪）明治8（1875）（銅版）
1冊　美濃半　和

民法論綱　6 巻　　　　　　　　　　　　	 W324-8
　ゼー・ベヌサム著　何礼之訳
　東京　訳者　明治 9（1876）6 冊　半紙　和

　　　　　　　　　◇

改定律増加条例註釈　近藤圭造註　　　	 W326-8
　東京　坂上半七　明治 7（1874）1 冊　半紙　和

改定律例　明治 6年　2巻　　　　　　　　	 W326-6
　写　1 冊　半紙　和

諸罰則一覧表　司法省編　　　　　　　	 W326-7
　明治 7（1874）1 帖　折本

新律綱領改定律例合巻註釈　5 巻　首 1巻　	 W326-5 イ
　近藤圭造註
　東京　北畠茂兵衛　明治 7（1874）5 冊　半紙　和

　　　　　　　　　◇

願届諸証文日用諸規則懐中日用便　青木輔清編	 W327-9
　東京　正栄堂　明治 10（1877）再版　1 冊　小　和

証券文例　伊藤信平編　　　　　　　　	 W327-7
　明治 10（1877）1 冊　小　和

訴答必携　　　　　　　　　　　　　　　	 W327-6
　笠岡　森田佐平　明治 7（1874）1 冊　美濃半　和

願届書式　伊藤信平編　　　　　　　　	 W327-8
　東京　稲垣武八　明治 10（1877）1 冊　小　和

　　　　　　　330　経済

生産道案内　巻上　小幡篤次郎訳　　　	 W330-7
　尚古堂　明治 3（1870）1 冊　半紙　和

経済原論　巻 3,5 〜 9　　　　　　　　　	 W331-5
　アルザルレザム・ペーリー著
　緒方正（儀一）箕作麟祥共訳
　東京　開成学校・大学南校　明治 2（1869）序　6 冊
　半紙　和

改正新貨条例　太政官編　　　　　　　　　	 W337-3
　〔明治 4〕（1871）1 冊　半紙　和

百年昔鑑（大新板改正）　　　　　　　　	 W337-4
　慶応 2（1866）1 枚　一枚もの

銀行簿記精法　巻 1〜 5　　　　　　　　	 W338-2
　哬爾嗹・暹度著　海老原済　松浦精一共訳
　東京　大蔵省　明治 6（1873）5 冊　美濃　和

　　　　　　　345　租税

酒類税規則便覧　租税局編　　　　　　	 W345-10
　東京　木村源兵衛　明治 11（1878）1 冊　美濃半　和

改正証券印税規則并取扱心得書　博聞社編	 W345-9
　東京　編者〔明治 7〕（1874）1 帖　折本　小

新旧証券印税出訴期限規則便覧　土居徹編	 W345-8
　京都　大谷仁兵衛　明治 8（1875）1 冊　半紙　和

税則提要　租税局編　　　　　　　　　	 W345-11
　東京　木村源兵衛　明治 12（1879）1 冊　美濃半　和

　　　　　　　368　社会的団体

自愛社条約書　　　　　　　　　　　　	 W368-1
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　　370　教育

民間教育論　庵地保　　　　　　　　　　	 W370-1
　東京　著者　明治 13（1880）1 冊　半紙　和

　　　　　　　370.9　往来物

〔小倉百人一首・女今川〕　　　　　	 W370.9-404
　刊　1 冊　美濃

女庭訓御所文庫　　　　　　　　　	 W370.9-411
　刊　1 冊　美濃

御成敗貞永式目　　　　　　　　　	 W370.9-45 ヘ
　晋米斎司馬全交校　二代目北尾重政画
　江戸　錦森堂　文政 10（1827）1 冊　美濃　和
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実語教・童子教　　　　　　　　　	 W370.9-409
　江戸　森屋治兵衛　文化 4（1807）1 冊　美濃　和

証註実語教童子教　振鷺亭貞居　　　	 W370.9-408
　文化 13（1816）序　1 冊　美濃　和

消息往来　　　　　　　　　　　　	 W370.9-403
　安政 2（1855）写　1 冊　美濃　仮和

世界国尽　5巻　附 1巻　福沢論吉訳	 W370.9-76 ホ
　東京　慶応義塾　明治 4（1871）6 冊　半紙　和

大全童子往来　暁〔鐘成〕編　　　　	 W370.9-407
　天保 8（1837）序　1 冊　美濃　和
　内容：商売往来　庭訓往来　今川状　御成敗式目　実語
教　童子教

丹鶴百人一首宝庫　附女今川宝島台　　	 W370.9-412
　江戸　和泉屋市兵衛　天保 9（1838）1 冊　半紙　和

庭訓往来絵詳解　　　　　　　　　　	 W370.9-415
　江戸　山城屋佐兵衛　文化 8（1811）1 冊　美濃　和

庭訓往来絵詳解　本文平仮名附　　	 W370.9-410
　江戸　須原屋茂兵衛　嘉永7（1854）再刻　1冊　美濃　和

庭訓往来諺解（頭書絵入）　　　　	 W370.9-108 イ
　山崎久作（美成）刪補
　江戸　甘泉堂　嘉永 5（1852）1 冊　美濃　和

庭訓往来万歳蔵　　　　　　　　	 W370.9-103 ロ
　江戸　錦森堂　安政 3（1856）1 冊　美濃　和

庭訓往来万歳蔵　　　　　　　　	 W370.9-104 ハ

　江戸　森屋治兵衛　慶応 3（1867）1 冊　美濃　和

庭訓往来万歳蔵　　　　　　　　	 W370.9-104 ニ
　江戸　森屋治兵衛　慶応 3（1867）1 冊　美濃　和

東海道順路・国尽・頼光状・楠状・曽我状・同返状・物嗅状
　明治 6（1873）写　1 冊　半紙　和	 W370.9-406

日本地理往来　巻下　柾木正太郎　	 W370.9-414
　大阪　文敬堂　明治 5（1872）1 冊　半紙　和

百性今川准状　　　　　　　　　　　	 W370.9-413
　写　1 冊　美濃　和

風月往来　　　　　　　　　　　　	 W370.9-416
　嘉永 4（1851）写　1 冊　美濃　和

〔宝便古状揃大成〕　　　　　　　	 W370.9-146 ホ
　江戸　森屋治兵衛　万延元（1860）1 冊　美濃　和

宝便古状揃大成　　　　　　　　　	 W370.9-146 ヘ
　江戸　錦森堂　万延元（1860）1 冊　美濃　和

本朝茶経　附茶道歌五十首　竹村一玄	 W370.9-405
　京都　中川藤四郎　文化 4（1807）1 冊　美濃　和

　　　　　375　学習指導　教科課程

下等小学校授業法　7,8 級　　　　　　　	 W375-8
　写　1 冊　美濃　和

神奈川県下等小学教則　　　　　　　　	 W375-9
　写　1 冊　美濃　和

師範学校小学教授法　土方幸勝編　　　　　　	 W375-7

　東京　和泉屋市兵衛　明治 7（1874）1 冊　半紙　和

　　　　　375.9　教科書

宮本三平画学本　巻 5　宮本三平編　　　	 W375.9-233
　東京　青山清吉　明治刊　1 冊　美濃半　和

訂正古今紀要　巻 3　川島楳坪（浩）編　	 W375.9-232
　浦和　編者　明治 18（1885）1 冊　半紙　和

修身小学読本　巻 7　池田観編　　　	 W375.9-1 イ
　岐阜　山岸弥平　明治 14（1881）1 冊　半紙　和

小学人体問答　中里亮編　　　　	 W375.9-156 ハ
　東京　山中北郎　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

増訂小学読本　高等科　巻 6　　　　	 W375.9-172 イ
　内田嘉一編
　東京　金港堂　明治 20（1887）1 冊　半紙　和

小学日本文典　3 巻（巻 3欠）　田中兼廉	 W375.9-237
　明治 7（1874）1 冊　半紙　和

尋常小学読本　巻 5,6　文部省編　　	 W375.9-235
　東京　編者　明治 20（1887）2 冊　半紙　和

新撰地誌　巻 1,3,4　　　　　　　	 W375.9-111 イ
　岡村増太郎編
　東京　文学社　明治20（1887）訂正再版（初版明治19）
3冊　半紙　和

小学作文尺牘早引　本多吉雄編　　　　　	 W375.9-236
　東京　伊藤岩次郎　明治 9（1876）1 冊　半紙　和

中等習字教本　巻 2　　　　　　　　	 W375.9-234
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　香川松石（熊蔵）書
　東京　文盛堂書店・明治書院　明治43（1910）1帖　
横長　折本

改正日本地誌略附図　4 巻　　　　　	 W375.9-107 イ
　上田正庸著　広田巌麿校
　東京　江藤喜兵衛　明治 10（1877）4 冊　半紙　和

小学校用日本歴史　前編第 2　　　　	 W375.9-100
　金港堂書籍株式会社編輯所編
　東京　金港堂　明治 26（1893）1 冊　半紙　和

明治小学塵劫記　巻 3,4　福田理軒　	 W375.9-130
　順天堂塾蔵版　明治刊　1 冊　半紙　和

　　　　　380　風俗　習慣

扇撰　　　　　　　　　　　　　　　　	 W383-5
　写　1 冊　美濃半　和

西洋衣食住　片山淳之助（淳吉）　　　　	 W383-4
　片山氏蔵版　慶応 3（1867）1 冊　半紙半　和
　註：著者片山淳之助とあるが福沢諭吉の著作として福沢
諭吉全集に収められている

日本歳時記　巻 4（絵入）　　　　　　	 W385-5 イ
　刊　1 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　　◇

御葬送御列書　　　　　　　　　　　　	 W386-15
　慶応 3（1867）写　1 冊　23.0 × 8.1　和

御葬送大樹様御列書　　　　　　　　　	 W386-14
　写　1 冊　23.0 × 7.9　和

　　　　　　　　　　　◇

〔小笠原流次第〕〔第 1〜 7〕　　　　　　	 W387-39
　写　7 冊　美濃　和
　内容：第1,2　書札之次第　第3　万請取渡之次第　第4
　元服之次第　嫁取之次第聟入之事　懐妊乃帯の事　喰初
之事　髪置之次第　袴着之事　第5　通之次第同喰様之
事　第6　万躾方之次第　第7　酌之次第

故実撰要集　3 巻　宗五（伊勢貞頼）　	 W387-40
　写　3 冊　美濃　和

三礼口訣　食礼 1巻　茶礼 1巻　書礼 3巻　	 W387-42
　貝原篤信
　柳枝軒　元禄 12（1699）1 冊　半紙半　和

書礼文法　3，17,18　　　　　　　　　	 W387-38
　写　3 冊　美濃　仮和

万躾之次第（小笠原流）　　　　　　　	 W387-41
　写　1 冊　美濃　和

　　　　　　390　国防　軍事

海国兵談　8巻　林子平（友直）　　　	 W390-22
　嘉永 7（1854）（木活）8 冊　美濃　和

海防私議　2巻　長山貫　　　　　　　	 W390-23
　写　1 冊　半紙　和

英国練法令詞　　　　　　　　　　　　	 W396-35
　写　1 冊　半紙半　和

　　　　　　　　　　◇

井伊軍記　巻下（信甲軍制書）　　　	 W399-135
　写　1 冊　美濃　和

軍法巻下弁義　2 巻　服部善兵衛　　　	 W399-132
　写　2 冊　美濃　和

戦功之巻（甲陽軍艦抜書）2巻　　　　	 W399-133
　写　2 冊　美濃　和

天真流起原口伝　加藤昇三郎（景淳）W399-131
　写　1 冊　美濃　和

武教全書　山鹿素行（高祐）　　　　　	 W399-136
　文久元（1861）写（工藤行精）1 冊　美濃半　和

武教本論　3 巻　山鹿素行（高祐）　　	 W399-134
　写　1 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　◇

袖珍評説魏武註孫子　3 巻（魏）武帝註　　	 W399.2-40
　大阪　文淵堂　慶応 3（1867）1 冊　小　和

孫子国子解　13 巻　荻生徂徠（双松）	 W399.2-41
　元治元（1864）写（工藤行精）7 冊　半紙　和
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　　　　　　400　自然科学

博物新編註解　5 巻　　　　　　　　　	 W400-10
　合信氏著　福田敬業注解
　東京　宝集堂　明治 9（1876）5 冊　半紙　和

博物新編補遺　下巻　小幡篤次郎訳　	 W400-2 ロ
　刊　1 冊　半紙　和

博物新編訳解　4 巻　大森秀三（惟中）訳　	 W400-9
　東京　鴈金屋清吉　明治2,3（1869,70）5冊　美濃半　和

博物新編訳解　巻 2　　　　　　　　　	 W400-11
　刊　1 冊　半紙半　和

博物浅解問答　柳沢信大訳　　　　　　	 W400-8
　東京　九潜館　明治 2（1869）2 冊　美濃半　和

　　　　　　410　数学

開平開立設題　　　　　　　　　　　　	 W411-15
　明治 7（1874）写　1 冊　半紙　和

合率比例・連鎖比例・按分比例　　　　	 W411-13
　写　1 冊　美濃　和

比例術　　　　　　　　　　　　　　　	 W411-14
　写　1 冊　美濃　和

連鎖比例　　　　　　　　　　　　　　	 W411-16
　写　1 冊　美濃　和

洋算例題　巻 7〜 12　陛軍兵学寮編　　　	 W412-4
　東京　編者　明治 4（1871）1 冊　美濃半　和

魯氏方程式　2　　　　　　　　　　　　	 W412-5
　写　1 冊　美濃　和

〔作図設題〕　　　　　　　　　　　　　	 W414-4
　写　1 冊　菊倍　和

ペルキン氏幾何学　　　　　　　　　　　	 W414-5
　明治 8（1875）写　1 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　　　◇

股勾弦鈔　1 巻　星野実宣編　　　　　	 W419-133
　寛文 12（1672）1 冊　美濃　和

和漢算法　巻 2　　　　　　　　　　　	 W419-132
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　　420　物理学

窮理早合点　初篇 2巻　鳥山啓　　　　　	 W420-5
　大阪　宋栄堂　明治 5（1872）序　2 冊　美濃半　和

究理和解　3 巻　中神保訳　　　　　　　	 W420-3
　東京　大和屋喜兵衛　明治 5（1872）3 冊　半紙　和

物理訓蒙　上篇　中篇　吉田賢輔訳　　	 W420-4
　東京　伊藤岩治郎　明治 5（1872）2 冊　美濃半　和

　　　　　　　430　化学

化学闡要　巻 1〜 12　　　　　　　　　　　	 W430-4
　ダヒート・ウェルス著　土岐頼徳訳
　東京　青松学舎　明治 5（1872）12 冊　半紙　和

原素一覧　瓦爾路沕乙著　太田雄寧訳補　	 W430-3
　東京　島村利助　明治 9（1876）1 舗　畳物

新式化学　10 巻（巻 9,10 欠）太田雄寧訳　	 W430-5
　東京　英蘭堂　明治 10（1877）8 冊　半紙　和

化学書　無機篇 3,5　　　　　　　　　　	 W435-1
　写　2 冊　半紙半　和

　　　　　440　天文学

訓蒙天文図解　巻下　岡田伴治訳　　　	 W440-4
　東京　東生亀治郎　明治刊　1 冊　美濃半　和

天変地異　小幡篤次郎　　　　　　　　　	 W440-3
　東京　慶応義塾　明治元（1868）1 冊　美濃半　和

　　　　　　　　　　　◇

地球儀用法　久保譲次訳　　　　　　　	 W448-3
　東京　松栢堂　明治 7（1874）序　1 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　　◇

三暦由来記　3 巻　平田篤胤　　　　　　	 W449-17
　写　3 冊　美濃　和

春秋命歴序考　2 巻　平田篤胤　　　　	 W449-4 イ
　天保 4（1833）序　2 冊　美濃　和

仏国暦象編　5 巻　釈円通編　釈智轂枝　	 W449-16
　文化 7（1810）5 冊　美濃　和

　　　　　450　地理学　地質学
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地文学初歩　4 巻　日刻氏著　片山平三郎訳	 W450-1
　東京　石川治兵衛　明治 15（1882）4 冊　半紙　和

　　　　　469　人類学　人種学

人祖論　首巻　巻 1,2　　　　　　　　　	 W469-1
　駝韻（ダーウィン）著　神津専三郎訳
　東京　山中市兵衛　明治 14（1881）3 冊　半紙　和

　　　　　490　医学

黄帝内経霊枢　巻 1〜 4　　　　　　	 W490.9-107
　日本刊　1 冊　美濃　和

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

難経本義　上巻　　　　　　　　　	 W490.9-106
　（元）滑寿著（明）呉中珩校
　日本刊　1 冊　美濃　和

馮氏錦嚢秘録　1〜 40（30 欠）　　　　	 W490.9-11
　（清）馮兆張編
　康熈 41（1702）39 冊　半紙　唐（奥文庫旧蔵）
　内容：１　雑症　目録・序　２　雑症大小合参　巻一
　３　雑症大小合参　巻二　４　雑症大小合参　巻三
　５　雑症大小合参　巻四,五　６　雑症大小合参　巻五
　７　雑症大小合参　巻六　８　雑症大小合参　巻六　９
　雑症大小合参　巻七　10　雑症大小合参　巻八　11　
雑症大小合参　巻九,十　12　雑症大小合参　巻十
　13　雑症大小合参　巻十一　14　雑症大小合参　巻
十一　15　雑症大小合参　巻十二　16　雑症大小合参
　巻十三　17　雑症大小合参　巻十四　18　雑症大小合
参　巻十四　19　雑症大小合参　巻十五,十六　20

　雑症大小合参　巻十七　21　雑症大小合参　巻十八　
22　雑症大小合参　巻十九　23　雑症大小合参　巻
二十　24　雑症大小合参　巻二十　25　雑録附誌　痘
疹全集　目録　巻一　26　痘疹全集　巻二　27　全集
　巻三　28　痘疹全集　巻四,五　29　痘疹全集　巻
六,七,八　31　痘疹全集　巻十三,十四，十五　32　雑
症痘疹薬性主治合参　目録　首巻　巻一　33　雑症痘
疹薬性主治合参　巻二　34　雑症痘疹薬性主治合参
　巻三　35　雑症痘疹薬性主治合参　巻四　36　雑症
痘疹薬性主治合参　巻五,六　37　雑症痘疹薬性主治
合参　巻七,八，九　38　雑症痘疹薬性主治合参　巻
十,十一,十二　39　雑症大小合参　巻首　上　40　雑症
大小合参　巻首　下

　　　　　　　　　　　　◇

眼科約説　内編　外編　附録　　　　　	 W496-2
　小山内元洋（輝）（建）
　東京　英蘭堂　明治 5（1872）3 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　　　◇

西洋養生論　　　　　　　　　	 W498.3-15
　コーミング著　横瀬文彦　阿部弘国共訳
　東京　東生亀次郎　明治 6（1873）2 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　◇

妙薬秘伝抄　　　　　　　　　　　　　　	 W499-11
　写　1 冊　美濃半　和

（太医院増補珍珠嚢）薬性全賦直解　巻 3,4　	W499.9-17
　（明）羅必煒訂
　明刊　1 冊　半紙

　　　　　　500　工学

西洋厚生一覧　上　横山深介訳　　　　	 W500-2
　東京　青藍舎　明治 6（1873）1 冊　半紙　和

西洋百工新書　前編　後編　宮崎柳条編　　	 W500-3
　東京　清風閣　明治 9（1876）2 冊　半紙　和

鍛冶村御陣屋本丸之図（亀田郡）　　　　	 W526-4
　安政 4（1857）写　1 舗　78 × 108

窮理日新発明記事　6 巻　東井潔全編　　　　	 W530-1
　大阪　文敬堂　明治 6（1873）6 冊　美濃半　和

主図合結記　10 巻（巻 5,6 欠）　　　　	 W559.9-20
　享保 12（1727）写　4 軸　巻子

両葉集　　　　　　　　　　　　　　	 W559.9-19
　写　1 冊　美濃　和

伊国伝法製糸全書　4 巻　平野師応編　　　　	 W586-2
　東京　有隣堂　明治 16（1883）4 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　◇

砂糖製作記　本村喜之　　　　　　　　　	 W588-4
　江戸　出雲寺和泉掾　寛政 9（1797）1 冊　美濃　和

実行清酒改良醸造法　巻 3　箱石東馬　　　	 W588-3
　東京　高崎修助　明治 22（1889）1 冊　半紙　和

清酒醸造法実験説　5 巻（巻 4,5 欠）　　　	 W588-6
　小野藤介編
　〔明治 20〕（1887）3 冊　半紙　和
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製造化学雑摘要　　　　　　　　　　	 W588-5
　明治 17（1884）写　3 冊　美濃　和

　　　　　　590　家事

経済小学家政要旨　仮名附　2巻　　　　　　	W590-4 イ
　ハスケル原著　永峰秀樹抄訳　小野泉傍訓
　甲府　内藤伝右衛門　明治10（1877）2冊　美濃半　和

料理調法集　石井嘉孝　　　　　　　　	 W596-12
　写　1 冊　13.0 × 20.0（横）　和

料理秘伝記　第 1,2　附二膳脇付式肴物品々　	 W596-13
　写　2 冊　13.5 × 19.3（横）　和

母親の心得　上編　近藤鎮三訳　　　　	 W599-5
　東京　訳者　明治 8（1875）1 冊　半紙　和

　　　　　　　600　産業

（広益）国産考　8 巻　大蔵永常　　　　　	 W600-1 イ
　大阪　伊丹屋善兵衛　刊　8 冊　半紙　和

農工商経済論　10 巻（巻 1,2 欠）　　　　	 W600-2
　〔バッシール〕著　永田健助訳
　東京　思誠館　明治 15（1882）8 冊　半紙　和

目本山海名産図会　5 巻　　　　　　	 W602-1 イ
　〔蔀〕関月（徳基）画
　大阪　塩屋長兵衛　寛政 11（1799）　5 冊　美濃　和

皇国度制考　2 巻　平田篤胤　　　　　	 W609-2 イ
　天保刊　2 冊　美濃　和

農業全書　10 巻　附 1巻　　　　　　　	 W610-1 ロ
　宮崎安貞編　貝原楽軒（義質）補
　京都　茨城多左衛門　元禄 10（1697）6 冊　半紙　和

算法地方之巻抜萃　会田安明編　　　　	 W611-3
　写　1 冊　美濃　和

培養秘録　5 巻　附十字号糞培例　	 W613-3 イ
　（佐藤元庵）佐藤玄明（信季）口授　佐藤信淵筆
　〔明治 15〕（1882）4 冊　半紙　和

菓木栽培法　8 巻　藤井徹　　　　　　	 W625-1 ニ
　東京　静里園　明治 9,11（1876,78）8 冊　半紙　和

菓木栽培法　8 巻　藤井徹　　　　　　	 W625-1 ホ
　東京　静里園　明治 9,11（1876,78）8 冊　半紙　和

菊志経　　　　　　　　　　　　　　　　	 W627-5
　写　1 冊　半紙　和

山水秘伝　　　　　　　　　　　　　　　	 W629-5
　天和 2（1682）写　1 冊　美濃　和

秋田山林事務所々管林区々画図　　　　	 W651-2
　写　1 舗　80 × 130

商法事情　3 巻　中村最文　　　　　　　　	 W670-2
　弘成堂　明治 11（1878）3 冊　美濃半　和

大英商業史　巻 1,4 〜 10　　　　　　　　	 W672-1
　レヲン・レブィー著　田口卯吉　藤田静共訳
　東京　律書房（元老院蔵版）明治12（1879）8冊
　半紙　和

（増補）懐宝永代蔵　田中友水子　　　　　	 W676-5
　大阪　敦賀屋九兵衛　寛政 6（1794）1 冊　横小　和

商家必用記簿法　初篇 2巻　　　　　　　　	 W679-3
　イングリス著　加藤斌訳
　新民社蔵版　明治 6（1873）2 冊　半紙　和

馬耳蘇氏複式記簿法　3 巻（中、下巻欠）　　　	 W679-2
　小林儀秀訳
　東京　文部省　明治 9（1876）1 冊　美濃　和

簿記学階梯　森下岩楠　森島修太郎共著　	 W679-4
　東京　著者　明治 11（1878）2 冊　半紙　和

実地適用簿記話法　2巻　大坪文次郎　　　　	 W679-5
　神奈川県　著者　明治 20（1887）2 冊　半紙　和
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　　　　　　　700　芸術

古今和漢万宝全書　第 1〜 12　　　　	 W708-2 イ
　元禄 6 〜 9（1693 〜 96）12 冊　半紙半　和
　内容：第1〜3　本朝画印伝（菊本幸甫斎（賀保）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6,7　和漢名物茶入　肩衝
（網干編）第８　和漢諸道具見知鈔（網干）第9　和漢
古今宝銭之図文　第10〜12　古今銘尽合類大全

　　　　　　　720　絵画

方宝書画全書（名家全書）6巻　序目 1巻　	W720-15 イ
　〔川喜多真一郎編〕
　大阪　河内屋茂兵衛　文久元（1861）序　7冊　横小　和

新増和漢書画集覧　博覧軒編　　　　　　	 W720-22
　華木堂蔵板　天保 10（1839）　1 冊　横小　和

観音霊験記（西国三十三ケ所　秩父三十三ケ所錦絵）万亭
応賀誌　歌川豊国　安藤広重画　	 W721-27
　南伝弐山庄板　38 枚　一枚もの

群蝶画英　初篇上　鄰松編　　　　　　	 W721-29
　明和 6（1769）序　1 冊　美濃　和

四季の花　上 , 下　　　　　　　　　　	 W721-26
　喜多川歌麿絵　久保田米亝編
　東京　風俗絵巻図画刊行会　大正5（1916）2冊
　半紙倍

東洋大家画叢　2巻　附 1巻　卯尾治助編	 W721-28
　東京　高崎修助　明治 19（1886）3 冊　美濃半　和

蘭斎画譜　竹部　巻 4　〔森蘭斎〕（文祥）	 W721-30

　安政 6（1859）写　1 冊　美濃　和

全訳芥子園画伝（図解南画技法大全書）　　	 W722-5
　（清）王概等編　小杉放庵註解　公田連太郎訳文
　東京　アトリエ社　昭和 10　13 冊　美濃　和
　内谷：第1冊　総説　第2冊　樹譜　第3冊　山石譜　第
4冊　人物屋宇譜　第5冊　摹倣名家画譜　第6冊　蘭譜
　第7冊　竹譜　第8冊　梅譜　第9冊　菊譜　第10冊　草
虫花卉譜（上冊）第11冊　草虫花卉譜（下冊）第12冊
　翎毛花卉譜（上冊）第13冊　翎毛花卉譜（下冊）

画道独稽古　略画早指南 3篇　　　　　　	 W724-25
　刊　1 冊　美濃半

画本　　　　　　　　　　　　　　　　　	 W724-24
　写　5 冊　半紙半・菊倍・美濃　和

彩色画之法　　　　　　　　　　　　　	 W724-23
　写　1 冊　美濃半　和

源平名頭絵本武者部類　前北斎為一画　　　　	 W726-1
　江戸　甘泉堂　天保 12（1841）1 冊　美濃半　和

　　　　　　728　書道

学書宝鏡　1 巻　成田梅甫（長孝）　　	 W728-170
　春日楼　文化 6（1809）1 冊　美濃　和

古今和歌集序　紀貫之著　　　　　　	 W728-163
　〔沢田〕東江（麟）書
　安永 8（1779）1 冊　美濃　和

裁牘十詞　〔沢田東洋〕（哲）書　　　　	 W728-44 イ
　天保 11（1840）跋　1 冊　半紙　和

釈教和歌百首（千蔭流）　　　　　　　	 W728-155
　写　1 帖

春宴帖（東江先生相尺牘）　　　　　　	 W728-156
　〔沢田東江〕（麟）書　須原嘉祐編
　安永 3（1774）序刊　1 冊　美濃　和

聖武天皇寔翰賢愚経　野本白雲編著　	 W728-161
　東京　日本書道学院　昭和 19　1 冊　美濃　和

書家必用　山崎美成編　　　　　　　　	 W728-160
　江戸　青雲堂　嘉永 3（1850）1 冊　美濃半　和

〔関思恭法帖〕　関思恭書　　　　　　	 W728-158
　江戸　西村喜三郎　宝暦 3（1753）1 冊　美濃　和

赤壁試　　　　　　　　　　　　　　	 W728-165
　写　1 帖　28.5 × 10　折本

〔千字文〕上　　　　　　　　　　　	 W728-164
　写　1 帖　28.5 × 10　折本

艸稿　　　　　　　　　　　　　　　	 W728-169
　写　1 冊　美濃　和

草書淵海　4 巻　井出臥渓　　　　　　	 W728-159
　延宝 3（1675）序　2 冊　美濃　和

東江先生之書　沢田東江（麟）書　　　	 W728-157
　安永 5（1776）写（自筆）1 冊　美濃　和

法帖（紀行文）　　　　　　　　　　　	 W728-166
　写　1 帖　39.5 × 9　折本

細井広沢古詩十九首　野本白雲編著　	 W728-162
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　東京　日本書道学院　昭和 19　1 冊　美濃　和

〔竜渓法帖〕　石橋竜渓書　　　　　　	 W728-167
　明治 19（1886）写　1 帖　29 × 9　折本

朗詠　　　　　　　　　　　　　　　	 W728-168
　写　1 冊　35 × 24　和

　　　　　　　　　　　◇

欧陽詢書蘭亭　（唐）欧陽詢書　　　　	 W728.2-42
　奈良　長楽会出版部　昭和 13　1 冊　美濃　和

懐素艸書千文　（唐）釈懐素書　　　　	 W728.2-41
　上海　有正書局　民国利　1 冊　美濃　唐

寒山寺詩碑　（清）愈樾書　　　　　　	 W728.2-40
　拓　1 枚

戯鴻堂法帖　第 16　　　　　　　　　	 W728.2-43
　清刊　1 帖　29 × 14　唐

草字彙　12巻　（清）石梁編　　　　　	 W718.2-44
　東京　文永堂　明治刊　6 冊　半紙　和

唐僧懐素自叙帖（草書）附釈文　　　	 W728.2-39
　（唐釈）懐素書
　清刊　1 冊　半紙倍　唐

　　　　　756　金工芸

古今鍛冶備考　7巻　山田吉睦　　　　	 W756-4 イ
　江戸　亀峰館　刊　7 冊　美濃　和

彫物目利彩金抄（後藤家彫物彩金鈔）　	 W756-33

　大阪　雁金屋庄兵衛　元禄7（1694）1冊　半紙半　和
　（万宝全書第 13）

　　　　　　　768　邦楽

尺八之栞　百足登編　　　　　　　　　	 W768-31
　東京　博文館　明治 28（1895）1 冊　美濃半　和
　（音楽全書第 2 編）

竜笛仮名譜　　　　　　　　　　　　　	 W768-30
　寛政 9（1797）写（太秦冬昌）1 冊　半紙　和

　　　　　　　768.4　浄瑠璃

日本振袖始　鵜萱御殿のだん　　　	 W768.4-105
　刊　1 冊　半紙　和

絵本太閤記	 W768-4-116

卅三間堂棟由来記	 W768-4-117

時雨能炬燵	 W768-4-118

菅原伝授手習鑑	 W768-4-119

　　　　　　　770　演劇

花伝書　8 巻　　　　　　　　　　　　　　　	 W773-5
　東京　江島伊兵衛　明治 31（1898）1 冊　半紙　和

〔市村座歌舞伎辻番付〕　（嫗山姥）　　　　	 W774-3
　江戸　山本重五郎〔弘化2〕（1845）1枚　39.5×30.5
　一枚もの

　　　　　　　783　球技

鞠之次第　　　　　　　　　　　　　　　　	 W783-2
　写　1 冊　美濃　和
　註：小笠原大膳大夫（長時）─小笠原右近大夫（貞慶）
─小池甚之丞（貞成）

　　　　　　　791　茶道

古今名物類聚　陶斎尚古老人　　　　　	 W791-64
　東京　須原屋弥三郎　寛政 3（1791）17 冊　半紙　和

真草行書院飾　　　　　　　　　　　　	 W791-65
　写　1 冊　美濃半　和

数寄道具定直段附　後篇　　　　　　　	 W791-67
　天明 2（1782）1 冊　横小　和

茶家雑記　　　　　　　　　　　　　　	 W791-58
　写　1 冊　美濃　和

茶況抄録　　　　　　　　　　　　　　	 W791-63
　写　1 冊　半紙　和

荼式花月集抜抄（茶室必携）　　　　　	 W791-62
　写　1 冊　半紙　和

茶事雑記　　　　　　　　　　　　　　	 W791-61
　写　1 冊　半紙　和

茶事話　3 巻　川上不白答　只全亭素斎編	 W791-60
　写　3 冊　美濃　和

茶の湯客の心得　堀内正路　　　　　　	 W791-66
　東京　四通社　明治 16（1883）1 冊　美濃半　和
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茶之湯六宗匠之伝　6 巻（巻 5,6 欠）　　	 W791-59
　遠藤元閑
　刊　2 冊　半紙　和

　　　　　　792　香道

薫集類抄　2 巻　〔藤原範兼〕　　　　　	 W792-11
　刊　1 冊　美濃　和　（群書類従巻 358）

香筵玩具　空華庵忍鎧　　　　　　　　　	 W792-8
　写　1 冊　美濃　和

香道真伝　2 巻　関親卿　　　　　　　　	 W792-9
　京都　北村四良兵衛　安永 5（1776）2 冊　半紙　和

〔香之書〕　　　　　　　　　　　　　　	 W792-12
　写　5 冊　美濃半　和

後伏見院宸翰薫物方・むくさのたね　　	 W792-14
　（群書類従巻 359）
　後伏見天皇（む）後小松天皇
　写　1 冊　半紙　和

志野流香道組香規矩上（表十組席次）　	 W792-13
　写　1 冊　半紙　和

名香合（志野宗信家）　　　　　　　　	 W792-10
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　793　花道

生花百花式　後編　池坊専定　　　　　	 W793-45
　写　1 冊　美濃半　和

未生御流花術三才噺　未生斎広甫　　　　　　	W793-47

　大阪　前川善兵衛　天保6（1835）序　1冊　美濃　和

仙伝書　富阿弥伝　　　　　　　　　　	 W793-42
　刊　1 冊　美濃　和

抛入花薄　巻上　千葉一流　　　　　　	 W793-44
　明和 4（1767）序　1 冊　半紙　和

抛入華の園　古今名家評話の巻　禿帚子	 W793-43
　京都　中川茂兵衛　明和 3（1766）1 冊　半紙　和

盆画　　　　　　　　　　　　　　　　	 W793-46
　文政 12（1829）写　1 冊　美濃　和

　　　　　　795　囲碁

棋経（享和〜文政）　　　　　　　　　	 W795-7
　写　1 冊　美濃　和

初学必携互先の手筋　森田幸次郎編　　　　　	W795-13
　大阪　文友堂　大正 7（1918）5 版（初版大正 2）1 冊
　半紙　和

素人棋拾遺集　3 巻　玄玄斎鑑定　　　　	 W795-8
　江戸　須原屋伊八　寛政 8（1796）1 冊　美濃　和

新碁経（欠本）　　　　　　　　　　　　	 W795-6
　貞享元（1684）1 冊　美濃　和

新式囲碁秘伝　雁金準一講　矢野由次郎編	 W795-12
　東京　囲碁秘伝発行所　明治 42（1909）訂正増補 4 版
　1 冊　半紙　和

秘伝首書新撰碁経大全　3巻（上 , 中巻欠）　　	W795-11
　〔秋山仙朴〕

　刊　1 冊　半紙　和

素人妙手当流続撰碁経　上巻（3巻の内）　　　	 W795-9
　玄玄斎主人閲
　江戸　青藜闇　享和 3（1803）序　1 冊　美濃　和

名人碁選粋（棊経）巻 1,3　玄玄斎編　	 W795-10
　2 冊　美濃　和
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800　語学

　　　　　810　日本語

新撰大和詞（大和詞口義）2巻　　　　　	 W810-5
　東華坊（各務支考）
　京都　橘屋治兵衛　享保14（1729）序　2冊　美濃　和

　　　　　811　音韻　文字

以呂波問弁　1巻　釈諦忍　　　　　　　	 W811-50
　京都　銭屋利兵衛　宝暦 14（1764）1 冊　美濃　和

雅言仮字格　2 巻　市岡孟彦補訂　　　	 W811-54
　文化 3（1806）序　1 冊　半紙半　和

可那閑衣志　　　　　　　　　　　　　	 W811-52
　写　1 冊　美濃　和

仮名遣問答抄　5 巻　服部吟照　　　　　	 W811-56
　元文 5（1740）1 冊　半紙　和

仮字の本末　2 巻　附 1巻　伴信友　　　	 W811-49
　京都　林芳兵衛　嘉永 3（1850）4 冊　美濃　和

神字日文伝　2 巻　平田篤胤　　　　　　	 W811-53
　文政 2（1819）跋　2 冊　美濃　和

古言悌　楫取魚彦　　　　　　　　　　	 W811-59
　大阪　河内屋源七郎　文政 3（1820）1 冊　美濃　和

西洋五体伊呂波（五音相通和訓手引）　　　	 W811-57
　ホーパツ・ピーツル
　東京　松延堂〔明治 4〕（1871）1 冊　美濃半

字音仮字用格　本居宣長　　　　　　　	 W811-58
　京都　銭屋利兵衛　安永 5（1776）1 冊　美濃　和

字音仮字用格　本居宣長著　山崎美成校	 W811-60
　刊　1 冊　半紙　和

日文四十七音　　　　　　　　　　　　　	 W811-47
　写（下沢久輔（保躬））1 冊　小

万葉用字恪　1 巻　釈春登　　　　　	 W811-12 ハ
　江戸　万笈堂　文化 15（1818）序　1 冊　美濃　和

和字解　貝原損軒（篤信）　　　　　　	 W811-55
　元禄 12（1699）跋　1 冊　美濃半　和

倭字古今通例全書　8 巻　橘成員　　　	 W811-48
　息障軒　元禄 9（1696）4 冊　半紙　和

和字正濫鈔　5 巻〔釈契沖〕　　　　　	 W811-51
　江戸　中河五郎兵衛　元禄 8（1695）5 冊　美濃　和

　　　　　　　813　辞書

伊路波集韻　上声・平声 3,4　　　　　	 W813-106
　刊　2 冊　美濃　和

永代節用大全無尺蔵　〔河辺〕桑揚編　	 W813-40 イ
　京都　小川源兵衛　宝暦 2（1752）1 冊　美濃　和

雅言小解　佐々木弘綱　　　　　　　	 W813-108
　宇治山田　加藤万作　明治 12（1879）1 冊　横小　和

字集便覧（和字彙）（3,8,9 画欠）　	 W813-69 イ
　承応 2（1653）7 冊　半紙　和

掌中明治字典　乾　三尾重定編　　　	 W813-101
　東京　東崖堂　明治 13（1880）1 冊　小　和

（改正）新広増益以呂波雑韻（魁本正字群玉伊呂波韻大成）
	 　W813-107
　大阪　大野木市兵衛　享保 5（1720）1 冊　半紙　和

新刻詩韻大成（東京玉篇）2巻　　　	 W813-103
　竹下鳳尾（子正）編
　東京　和泉屋勘右衛門　明治5（1872）2冊　半紙　和

新撰日本字典　2 巻　石川鴻斎（英〕編　	 W813-109
　東京　博文館　明治 25（1892）2 冊　半紙半

増続大広益会玉篇大全　巻 1,3　　　　	 W813-104
　毛利貞斎（瑚珀）
　安永 9（1780）2 冊　半紙　和

増続大広益会玉篇大全　10 巻　首 1巻　	 W813-70 イ
　毛利貞斎（瑚珀）
　大阪　柳原喜兵衛　嘉永 7（1854）12 冊　半紙　和

増続大広益会玉篇　10 巻　首 1巻　　	 W813-70 ロ
　毛利六斎（瑚拍）
　大阪　柳原喜兵衛　嘉永 7（1854）9 冊　半紙　和

大広益会玉篇　巻 3〜 19　　　　　　　	 W813-102
　刊　4 冊　美濃　和

万代早引節用集　2 巻　　　　　　　　	 W813-105
　江戸　英文蔵　2 冊　美濃半　和

　　　　　　815　文法　語法

活語指南　2 巻〔東条義門〕　　　　　	 W815-29
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　江戸　岡田屋嘉七　天保 15（1844）2 冊　美濃　和

活語初乃栞　1 巻　長野義言　　　　　	 W815-28
　桃廼舎　弘化 3（1846）1 冊　美濃　和

語学　　　　　　　　　　　　　　　　	 W815-36
　写　1 冊　半紙半　和

語学指南　4 巻　佐藤誠実　　　　　　　	 W815-30
　東京　容月楼　明治 12（1879）4 冊　半紙　和

詞通路　3巻　本居春庭　　　　　　　	 W815-32
　文政 11（1828）序　3 冊　美濃　和

詞の玉緒　7 巻　本居宣長　　　　　　	 W815-34
　東京　万蘊堂　刊　7 冊　美濃　和

詞八衢　下巻　本居春庭　　　　　　　	 W815-7 ハ
　大阪　伊丹屋善兵衛　文化3（1806）1冊　美濃半　和

増補標註詞八衢　2 巻　　　　　　　	 W815-8 イ
　本居春庭著　清水浜臣補
　東京　江島伊兵衛　明治 13（1880）2 冊　美濃半　和

玉緒繰分　4巻　釈義門　　　　　　　　	 W815-33
　大阪　河内屋茂兵衛　嘉永 4（1851）4 冊　美濃　和

てにをは紐鏡　本居宣長　　　　　　　	 W815-31
　藤屋宗兵衛　刊（再板）1 帖　小　折本

てにをは網引綱　2 巻　栂井道敏　　　	 W815-27
　安永 9（1780）跋　1 冊　半紙　和

活語山口栞　3 巻　釈義門　　　　　　　	 W815-35
　京都　天保 7（1836）3 冊　美濃　和

　　　　　　816　作文

商人書状蔵　　　　　　　　　　　　	 W816-173
　京都　伏見屋半三郎　刊　1 冊　美濃

かな文章　　　　　　　　　　　　　	 W816-178
　写　1 冊　美濃　和

冠辞考　10 巻　賀茂真淵　　　　　　	 W816-174
　大阪　秋田屋太右衛門　寛政7（1795）10冊　美濃　和

増補冠辞例　2 巻　松山貞主　　　　　　	 W816-175
　天保 5（1834）1 冊　小　和

作文啓上　3 巻　西野古梅　　　　　	 W816-138 イ
　東京　山川応之　明治 10（1877）3 冊　半紙　和

開化日用文証大成　原田道義編　青木理中書	 W816-176
　東京　青藜閣　明治 8（1875）1 冊　半紙　和

記事論説明治文範　巻上・下　福井淳　　　	 W816-177
　東京　辻本九兵衛　明治 22（1889）2 冊　美濃半　和

和文　　　　　　　　　　　　　　	 W816-179
　写　1 冊　美濃半　和

　　　　　　　819　アイヌ語

樺太アイヌ語地名解・樺太アイヌ語集　	 W819-2
　平野勇助
　昭和 4（謄写）1 冊　半紙　和

　　　　　　　820　中国語

韻府一隅　　　　　　　　　　　　　　	 W821-33
　（清）顔懋功輯　中井乾斎（豊民）校
　東京　水野慶次郎　昭治25（1892）4冊（帙入）
　四六半　和

韻府古篆彙選　5 巻（巻 1欠）（明）陳策　	 W821-28
　京都　正徳 3（1713）4 冊　美濃　和

音韻指掌図　1 巻　竹下朋縄　　　　　　	 W821-29
　〔京都〕大和屋伊兵衛　貞享 8（16S6）1 冊　美濃　和

経史正音切韻指南　（元）劉鑑　　　　　	 W821-30
　寛文 10（1670）跋　1 冊　美濃　和

集古印篆　4 巻（題簽六書通）　　　　　	 W821-31
　（明）閔斉伋原撰　秦駘校
　大阪　柳原喜兵衛　安永 4（1775）4 冊　美濃　和
　註：六書通の抄本

新刻増続字林集韻大全　　　　　　　　　　	 W821-32
　1 冊　半紙半　和

　　　　　　　　　　◇

康煕字典　12 集　附総目・検字・弁似・等韻・補遺・備
考各 1巻　清康煕年中奉敕編	 	W823-11
　江戸　須原屋伊八　文久 3（1863）40 冊　半紙半　和

康煕字典　清康煕年中奉敕編　立野胤政校　	 W823-12
　東京　山中市兵衛　明治14（1881）（銅版）1冊
　半紙　和

康煕字典（鼇頭音釈）巻 1至 40　　　　	 W823-8 イ
　（清）張玉書等編　石川鴻斎（英）音釈
　東京　博文館　明治25（1892）再版（初版明治16）
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　6冊（2帙）　美濃半　和

　　　　　　　　　　◇

訓蒙助語辞諺解大成　巻 2,3　　　　　	 W825-16
　〔毛利貞斎〕（瑚珀）
　写　2 冊　美濃　和

助語審象　3 巻　三宅橘園（邦）　　　　	 W825-17
　京都　菱屋孫兵衛　文化 14（1817）3 冊　美濃半　和

助辞觽　　　　　　　　　　　　　　　　	 W825-18
　写　1 冊　美濃　和

操觚字訣　10 巻（巻 5〜 10 欠）伊藤長胤　	 W825-19
　写　4 冊　美濃　和

（重鐫）文家必用　3 巻　　　　　　　　　	 W825-4 イ
　人見友竹（直養）編
　大阪　堺屋定七　刊　2 冊　半紙　和

　　　　　　830　英語

童蒙英学手引草　岸野復　　　　　　　　　	 W830-2
　東京　青山堂　明治 5（1872）1 冊　美濃半　和

童蒙暗誦英語往来（英語初学）第 1輯　　	 W830-4
　橋爪貫一編
　東京　青山堂　明治 5（1872）1 冊　美濃半　和

英語箋　2巻　石橋政方　　　　　　　　	 W830-3
　自琢斎　万延 2（1861）2 冊　美濃半　和

横文字早学問　第 1〜 3編　吉田先生　　	 W830-1
　東京　明治 5（1872）3 冊　美濃半　和

　　　　　　　　　　　◇

英文熟語集　　　　　　　　　　　　　　	 W834-2
　小幡篤次郎　小幡甚三郎共編
　尚古堂　慶応 4（1868）1 冊　半紙　和

英語変格一覧　チャムブレン編　　　　	 W835-4
　東京　一貫堂　明治 12（1879）2 冊　半紙　和

格賢勃斯英文典直訳　巻上　大学南校助教訳　	 W835-3
　東京　大学南校　明治 3（1870）1 冊　美濃半　和

　　　　　　　　　　　◇

英和通語　松本孝輔　　　　　　　　　	 W837-2
　東京　著者　明治 6（1873）　1 冊　美濃半　和

挿訳英吉利会話篇　第 2,3 編　島一悳訳　	 W837-1
　東京　丸屋庄五郎　明治 5（1872）2 冊　半紙半　和
　副題：英会話篇挿訳

900　文学

　　　　　　　910　日本文学

雅学新誌　第 37〜 44 号　　　　　　　　　	 W910-6
　東京　耕文社　明治 16（1883）1 冊　半紙半　和

　　　　　　　911　詩歌

和歌俳諧歌語粋金　後編下　　　　　　　　	 W911-1 イ
　羽山利卿（尚徳）編
　江戸　同盟舎　明治 16（1883）1 冊　半紙半　和

五葉松翠集（菅沼定年五十寿詩歌）　　	 W911-14
　文政 12（1829）1 冊　半紙　和

玉砕集（足立美堅追悼詩歌集）　外崎覚編	 W911-13 イ
　東京　菟道春千代　明治 42（1909）1 冊　半紙　和

玉砕集（足立美堅追悼詩歌集）　外崎覚編	 W911-13 ロ
　東京　菟道春千代　明治 42（1909）1 冊　半紙　和

　　　　　　911.1　和歌

いすかの吟　　　　　　　　　　　　	 W911.1-106
　写　1 冊　半紙　和

増補歌枕秋の寝覚　8 巻〔有賀〕長伯　	 W911.1-115
　大阪　鳥飼市兵衛　明和 8（1771）　1 冊　半紙　和

詠歌大概抄　6 巻　　　　　　　　　	 W911.1-114
　細川幽斎（藤孝）編
　〔京都〕風月庄左衛門　寛文 8（1668）6 冊　美濃　和

歌学集腋　7 巻　見田尚之　　　　　	 W911.1-110
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　名古屋　美濃屋東八　嘉永2（1849）　4冊　美濃半　和

耕雲口伝（初心哥学蔓）　　　　　　	 W911.1-111
　藤原（花山院）長親
　明治 20（1887）写　1 冊　半紙　和

呉竹集（和歌呉竹集）10巻　　　　	 W911.1-107
　京都　田中庄兵衛　正徳 6（1716）10 冊　半紙　和

掌中怜野集　清原雄風（蔵）編　　　	 W911.1-64 ロ
　江戸　尚古堂　刊　1 冊　横小　和

増補和歌題林抄　中之 2,3　下之 1,2　	 W911.1-13 イ
　一条兼良編〔北村季吟〕増補
　〔宝水 3〕（1706）4 冊　半紙　和

続英雄百人一首　緑亭川柳編　　　	 W911.1-88 イ
　江戸　錦耕堂　嘉永 2（1849）1 冊　美濃半　和

手爾葉口伝書（二条家）　　　　　　	 W911.1-113
　写　1 冊　半紙　和

列聖珠藻　佐々木信綱編　　　　　	 W911.1-118
　東京　紀元二千六百年奉祝会　昭和15　1冊　半紙　和

今古和歌うひまなひ　巻 7　鈴木重胤編　	 W911.1-109
　刊　1 冊　美濃半　和

和哥新選二葉艸　上巻　〔有賀〕長伯編	 W9111-117
　刊 1 冊　美濃半　和

和歌麓乃塵　2 巻　有賀長伯　　　　	 W911.1-108
　大阪　松村九兵衛　寛政 12（1800）3 冊　美濃半　和

和歌ふるの山ふみ　4 巻　　　　　　	 W911.1-112

　曙迺屋主人（城戸千楯）
　東京　随時書房　明治 17（1884）4 冊　美濃半　和

和歌八重垣　7 巻（巻 5,6 欠）			〔有賀長伯〕	 W911.1-116
　京都　若山市兵衛　明和 5（1768）5 冊　半紙半　和

　　　　　　　　　　◇

万葉集佳調　2 巻　長瀬真幸　　　	 W911.12-5 ロ
　尚古堂　寛政 6（1794）1 冊　美濃半　和

万葉集類葉鈔　2 巻　村上円方編　	 W911.12-7 イ
　大阪　岡田儀助　文化 10（1813）2 冊　半紙半　和

　　　　　　　　　　◇

古今和歌集　20 巻　紀貫之等勅撰　	 W911.13-31
　刊　1 冊　美濃半　和

（頭書）古今和歌集遠鏡　20 巻　　　　	 W911.13-30
　本居宣長著　山崎美成頭書
　江戸　丁字屋平兵衛　天保14（1843）8冊　美濃半　和

　　　　　　　　　　◇

新古今和歌集　巻 1〜 5　巻 16〜 20　	 W911-14-1 イ
　刊　2 冊　美濃半　和

新勅撰和歌集　20 巻〔藤原定家〕撰　	 W911.14-64
　〔正保 4〕（1647）2 冊　美濃　和

草菴和歌集類題　　　　　　　　　	 W911.14-13 イ
　〔釈頓阿〕著　二口（蜂谷）又玄編
　大阪　文海堂　安永 4（1775）2 冊　美濃半　和

〔百人一首〕　　　　　　　　　　　	 W911.14-63
　写　1 冊　美濃　和

百人一首峰梯　2 巻　衣川長秋　　	 W911.14-47 イ
　大阪　堺屋新兵衛　文化 3（1806）2 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　◇

霞関集　巻 5,6〔石野広通〕編　　	 W911.15-103
　安永 9（1780）写　1 冊　半紙　和

掌中草野集（掌中類題草埜集）　　	 W911.15-8 ロ
　木村定良編
　江戸　岡田屋嘉七　刊　1 冊　横小　和

掌中草野集（掌中類題草埜集）　　	 W911.15-8 ハ
　〔木村定良〕編
　江戸　岡田屋嘉七　刊　1 冊　横小　和

題詠連璧集　6巻　岡田正秀編　　	 W911.15-105
　文政元（1818）序　1 冊　美濃半　和

千百人一首（言幸舎門中）2巻　　	 W911.15-104
　鬼島（富樫）広蔭編
　言幸舎蔵板　安政 4（1857）2 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　◇

御詠集　吉川宗太郎編　　　　　　	 W911.16-102
　東京　歌道奨励会　明治 43（1910）1 冊　半紙　和

硯堂歌抄　福羽硯堂（美静）　　　　	 W911.16-97
　東京　福羽逸人　明治 40（1907）1 冊　半紙　和

硯堂歌抄　福羽硯堂（美静）　　　	 W911.16-97 イ
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　東京　福羽逸人　明治 40（1907）1 冊　半紙　和

佐美多礼集（前田慶寧二十年霊祭追悼歌）	 W911.16-96
　多賀𪀚編
　東京　編者　明治 28（1895）1 冊　半紙　和

千とせの蔭（鍋島直大還暦賀歌）　	 W911.16-106
　明治刊　1 冊　美濃　和

千代の香　菅沼量平編　　　　　　	 W911.16-99
　東京　編者　明治 28（1895）1 冊　半紙　和

都喜努泉（高橋富兄七十七賀）　　	 W911.16-105
　北山重正編
　金沢　編者　明治 35（1902）1 冊　半紙　和

春の曙（中山好樹六十賀）　中山文樹編	 W911.16-104
　島原（長崎県）編者　明治 24（1891）1 冊　半紙　和

邦光社歌会　第 5〜 17 集　邦光社編　	 W911.16-101
　京都　編者　明治25〜37（1892〜1904）13冊　半紙　和

寄松祝（三沢富子七十賀）　三沢昭忠編	 W911.16-100
　綴子村（秋田県）編者　明治23（1890）1冊　半紙　和

御垣の下草　税所敦子　　　　　　	 W911.16-98
　東京　松井総兵衛　明治 21（1888）2 冊　半紙　和

美登理　　　　　　　　　　　　　	 W911.16-95
　写　1 冊　美濃　和

明治歌集　2,4 編　橘東世子編　　　	 W911.16-69
　東京　橘道守　明治10〜43（1877〜1910）6冊　半紙　和

雪のしらゆふ（近藤芳介追悼歌集）	 W911.16-103

　山本彦兵衛編
　京都　編者　明治 32（1899）1 冊　半紙　和

劦事探題　　　　　　　　　　　　　	 W911.18-8
　写　1 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　◇

〔狂歌〕杓子栗・〔狂歌〕水滸伝　　　	 W911.19-18
　刊　1 冊　半紙　和

狂歌昼夜行事集　文々舎　文齢舎共撰	 W911.19-17
　刊　1 冊　半紙　和

狂歌年中行事　2 巻　　　　　　　　	 W911.19-14
　六樹園（石川雅望）編
　名古屋　永楽屋東四郎　刊　2 冊　半紙　和

狂歌真木柱　浅草菴大人等撰　　　	 W911.19-15
　春友亭梅明　文政 12（1829）1 冊　半紙　和

狂歌詠方初心式　江月翁了山　　　	 W911.19-12
　大阪　田原屋平兵衛　安永4（1775）1冊　美濃半　和

狂歌柳桜集・世俗年中行事集其他　	 W911.19-16
　刊　1 冊　半紙　和

狂歌蜀山人十千万集　　　　　　　　　	 W911.19-13
　大田蜀山（覃）著　島崎酔山校訂
　東京　大屋書房　明治 39（1906）1 冊　美濃半　和

千紅万紫初集　〔大田南畝〕（覃）　　	 W911.19-19
　文政 9（1826）写　1 冊　美濃　和

　　　　　　911.3　俳諧

笈日記　上巻〔各務〕支考　　　　	 W911.3-281
　元禄 8（1695）字　1 冊　半紙　和

俳諧をだまき綱目　下巻　溝口竹亭　	 W911.3-58 ロ
　京都　田中庄兵衛　宝暦 11（1761）1 冊　半紙半　和

〔傘の下〕３　翠柏等　　　　　　　　	 W911.3.267
　宝永 8（1711）1 冊　半紙　和

句雅弁　2 巻　　　　　　　　　　　	 W911.3-269
　享保 21（1736）写　2 冊　半紙　和

校正七部集　花鳥庵編　　　　　　	 W911.3-276
　江戸　英文蔵　刊　1 冊　横小　和

俳諧今人発句四季部類　春・夏　　　　	 W911.3-285
　小蓑庵碓嶺著　潮堂桂一編
　江戸　鈴木文苑閣　刊　1 冊　半紙半　和

左々栗　瑞馬等　　　　　　　　　　	 W911.3-265
　享和 3（1803）1 冊　半紙　和

さみの集　　　　　　　　　　　　	 W911.3-272
　刊　1 冊　半紙　和

華実年浪草三余抄　12 巻　　　　　	 W911.3-263
　三余斎（鵜川）鹿文
　天明 2（1782）序刊　7 冊　半紙　和

蕉翁発句説叢大全（説叢大全）5巻（巻 1 欠）W911.3-273
　絢堂素丸（溝口勝昌）
　大阪　河内屋太助　寛政 11（1799）4 冊　美濃　和

〔新宅之誹諧〕　布門編　　　　　　　	 W911.3-264
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　寛保元（1741）1 冊　半紙　和

祖翁口訣　　　　　　　　　　　　	 W911.3-262
　写　1 帖　小　折本

大塊句選　野田卯太郎著　坂口二郎編	 W911.3-288
　東京　野田俊作　昭和 14　1 冊　美濃　和

〔天然井〕文義編　　　　　　　　　	 W911.3-266
　刊　1 冊　美濃半　和

南北新話（俳諧南北新話）2巻　　　	 W911.3-274
　〔建部〕凉袋（綾足）
　寛政 9（1797）序　2 冊　美濃　和

〔誹諧觽〕第 16編　雪成　南山共編　	 W911.3-287
　享和 2（1802）1 冊　美濃半　和

俳諧歳時記　春夏之部　秋冬雑之部　	 W911.3-137 イ
　曲亭主人（滝沢解）編
　大阪　河内屋太助　享和 3（1803）2 冊　美濃半　和

俳諧四季部類　　　　　　　　　　　	 W911.3-289
　大阪　塩屋　1 冊　半紙半　和

俳諧四季部類（掌中四季部類）　　　	 W911.3-284
　東京　有昌堂　天保 15（1844）1 冊　横小　和

誹諧しらぬ火　　　　　　　　　	 W911.3-277
　文星堂　明和 5（1768）1 冊　半紙半　和

誹諧新式目　白梅園主鷺水　　　　	 W911.3-282
　江戸　山岡甚四良　元禄 11（1698）1 冊　半紙　和

誹諧世説　5 巻　半化坊闌更　　　　	 W911.3-271

　京都　林権兵衛　寛政 8（1796）3 冊　半紙　和

俳諧天爾波抄　巻 12　　　　　　　	 W911.3-270
　北辺大人（富士谷御杖）
　文化 3（1806）序　2 冊　半紙　和

俳諧長良川　井〔上〕童平　　　　　　	 W911.3-280
　京都　橘屋治兵衛　享保2（1717）序　1冊　半紙　和

俳諧発句題叢　前編 4巻　椿丘太笻編	 W911.3-283
　描頭庵蔵〔文政 3〕（1820）4 冊　美濃半　和

芭蕉翁絵詞伝　3 巻　蝶夢編　狩野正栄画	 W911.3-275
　橘屋治兵衛　寛政 5（1793）3 冊　美濃　和

花のかけ　帆風等　　　　　　　　　	 W911.3-278
　文久元（1861）1 冊　半紙半　和

筆の結葉　古沢芦中等　　　　　　　	 W911.3-268
　寛保 3（1743）1 冊　半紙　和

〔発句集〕（合本）　　　　　　　　　　	 W911.3-286
　刊　1 冊　半紙　和
　内容：玉蕉菴月次句集　柳水庵仙路評　無為庵月評　六
草庵瓢長評　枇把壺仙路評

発句弐百集　　　　　　　　　　　　	 W911.3-279
　文久元（1861）1 冊　半紙半　和

類題発句集　夏部　蝶夢編　　　　	 W911.3-106
　刊　1 冊　美濃半　和

　　　　　　　911.4　雑俳　川柳

古今前句集　巻 1〜 6　　　　　　　　	 W911.4-25

　江戸　篶屋重三郎　寛政 8（1796）1 冊　半紙半　和

　　　　　　　911.6　歌謡

倭漢朗詠集（伝藤原行成筆御物本影印）　	 W911.6-19
　〔藤原公任〕編
　東京　審美書院（宮内省蔵版）昭和17　3版（初版明治
41）1冊　半紙倍　和

　　　　　　　911.9　俗曲　俗謡

平井権八小柴くどき　　　　　　　	 W911.9-19 イ
　江戸　吉田屋小吉　刊　1 冊　半紙半　和
　合綴：金毘羅御利生記くどき

　　　　　　　912.3　謡曲　狂言

〔謡曲百番〕（下係謡）　　　　　　	 W912.3-13 イ
　江戸　和倉屋喜兵衛　元禄 2（1689）2 冊　半紙　和
　内容：第 5　賀茂　老松　弓八幡　氷室　夜討曾我
　第 11　葵上　黒塚　山婆　紅葉狩　土車

〔謡曲本〕（下掛り）藤栄　春栄　芦刈　安宅　盛久
	 W912.3-100
　京都　谷口七左衛門　正徳 4（1714）1 冊　美濃半

〔謡曲百五十番〕（下掛謡）　　　　	 W912.3-20 イ
　江戸　戸倉屋・須原屋　安永5（1776）30冊　美濃　和
　内容：第 1　高砂　弓八幡　養老　御裳濯　絵馬
　第 2　老松　白楽天　放生川　呉服　西王母
　第 3　賀茂　氷室　嵐山　竹生島　和布刈
　第 4　難波　白髭　大社　源太夫　東方朔
　第 5　玉井　金札　岩船　皇帝　道明寺
　第 6　田村　八島　箙　兼平　実盛
　第 7　朝長　忠度　通盛　清経　俊成忠度
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　第 8　頼政　敦盛　知章　経政　巴
　第 9　東北　芭蕉　野宮　江口　楊貴妃
　第 10　湯谷　松風　井筒　采女　六浦
　第 11　千寿　班女　二人静　吉野静　仏原
　第 12　夕顔　半蔀　浮船　玉葛　源氏供養
　第 13　誓願寺　葛城　三輪　竜田　巻絹
　第 14　羽衣　杜若　小塩　遊行柳　西行桜
　第 15　春日竜神　野守　鵜飼　錦木　船橋
　第 16　小鍛冶　雷電　殺生石　鵺　鐘馗
　第 17　是界　鞍馬天狗　車僧　大会　舎利
　第 18　自然居士　東岸居士　花月　放下僧　藤永
　第 19　盛久　芦刈　安宅　春栄　小督
　第20　調伏曾我　元服曾我　小袖曾我　夜討曾我　禅
師曾我
　第21　鸚鸚小町　関寺小町　卒都婆小町　檜垣　伯母捨
　第 22　定家　木賊　景清　角田川　雨月
　第 23　石橋　望月　国栖　照君　山姥
　第 24　道成寺　葵上　黒塚　紅葉狩　舟弁慶
　第 25　鳥頭　藤戸　阿漕　通小町　女郎花
　第 26　月宮殿　邯鄲　天鞁　富士太鞁　梅枝
　第 27　柏崎　百万　三井寺　桜川　籠太鞁
　第 28　鉢木　七騎落　正尊　橋弁慶　熊坂
　第 29　蟻通　歌占　唐船　張良　項羽
　第 30　海士　当麻　絃上　融　猩々

〔謡曲百五十番〕（下掛謡）第 1〜 29　	 W912.3-20 ロ
　江戸　戸倉屋・須原屋　安永5（1776）27冊　半紙　和
　註：第 6,10,30 欠

〔謡曲〕（下掛謡）　　　　　　　　　　	 W90.3-70
　写　1 冊　美濃　和
　内容：東北　芭蕉　野宮　江口　楊貴妃

〔流儀外謡四拾五番〕　　　　　　　　	 W912.3-64
　喜多健志斎編

　江戸　須原屋茂兵衛　文化 3（1806）8 冊　半紙　和
　内容：第 1　志賀　枕慈童　輪蔵　三笑　一角仙人
　第 3　花筺　賀茂物狂　雲雀山　飛鳥川　蟬丸
　第 4　求塚　砧　水無瀬　小原御幸　摂待
　第 5　松虫　満仲　高野物狂　土車　弱法師
　第 6　咸陽宮　鱗形　鉄輪　竹雪　鳥追船
　第 7　大仏供養　関原与市　烏帽子折　檀風　谷行
　第 8　飛雲　葛城天狗　愛宕空也　竜虎　松山鏡
　第 9　大蛇　土蜘　羅生門　大江山　現在鵺

〔流儀外謡四拾五番〕第 1〜 9（第 3，6欠）W912.3-64 イ
　喜多健志斎編
　江戸　須原三茂兵衛　文化 3（1806）7 冊　半紙　和
　内容：第 2　雲林院　落葉　住吉詣　二人祇王　籠祇王

　　　　　　　　　　　　　◇

葵上（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-71
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

海士（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-72
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

一角仙人　　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-96
　写　1 冊　半紙　和

鵜飼（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-73
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

雲林院　他　　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-67
　明治 27（1894）写　1 冊　半紙　和
　内容：雲林院　落葉　住吉詣　二人祇王　籠祇王

邯鄲（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-74
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

熊坂　　　　　　　　　　　　	 W912.3-95
　写　1 冊　半紙　和

黒塚（下掛謡）　　　　　　　　　　	 W912.3-75
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

絃上（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-76
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

実盛（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-77
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

鍾馗（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-78
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

照君（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-79
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

須磨源氏（流儀外謡）　　　　　　　　	 W912.3-93
　江戸　須原屋茂兵衛　文化 3（1806）1 冊　半紙　和

須磨源氏　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-66
　明治 27（1894）写　1 冊　半紙　和

竜田（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-80
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

朝長（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-81
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

難波（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-82
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

野宮（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-83
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　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

羽衣　観世清之節付訂正　　　　　　	 W912.3-97
　東京　観世流改訂本刊行会　昭和 15　1 冊　半紙　和

橋弁慶　　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-94
　写　1 冊　半紙　和

芭蕉（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-84
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

鉢木　　　　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-65
　明治 20（1887）写　1 冊　半紙　和

花筺（下掛謡）　　　　　　　　　　	 W912.3-85
　江戸　須原屋茂兵衛　文化 3（1806）1 冊　半紙　和

巻絹（下掛謡）　　　　　　　　　　	 W912.3-86
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

三井寺（下掛謡）　　　　　　　　　　	 W912.3-87
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

三輪（下掛謡）　　　　　　　　　　	 W912.3-88
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

和布刈（下掛謡）　　　　　　　　　	 W912.3-89
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

盛久（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-90
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

頼政（下掛謡）　　　　　　　　　　　	 W912.3-91
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

籠太鼓（下掛謡）　　　　　　　　　　	 W912.3-92
　江戸　須原屋茂兵衛　安永 5（1776）1 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　　◇

観世流拾遺　　　　　　　　　　　　	 W912.3-69
　京都　小河多左衛門　元禄 7（1694）2 冊　半紙　和
　内容：加茂　頼政　楊貴妃　もみち狩　うかひ　三輪　
忠教　小原御幸　百万　鞍馬天狗

狂言全集　上巻　幸田成行校訂　　　	 W912.3-98
　東京　博文館　明治 36（1903）1 冊　美濃半　和

小謡大成　　　　　　　　　　　　	 W912.3-99
　1 冊　美濃半　和

囃謳本　　　　　　　　　　　　　　	 W912.3-68
　刊　1 冊　美濃半　和

　　　　　　　913　小説　物語

源氏物語　系図　年立上下　表白　	 W913.3-11 ロ
　刊　4 冊　美濃　和

湖月鈔　54 巻　源氏物語年立 2巻　系図・表白・発端各
1 巻　北村季吟	 W913.3-11 イ
　村上勘左衛門　延宝元（1673）60 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　　◇

源平盛衰記　巻 19,20　　　　　　　	 W913.4-26
　刊　1 冊　美濃　和

新版絵入平家物語（平仮名）巻 2〜 6,8，10,12（一方検校本）
　京都　延宝 5（1677）8 冊　美濃　和	 　W913.4-5 イ

　
平家物語（平仮名）巻 12（絵入）　	 W913.4-5 ロ
　（一方検校本）
　京都　延宝 5（1677）1 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　　◇

一休はなし　巻下（絵入）　　　　	 W913.51-14
　京都　菊屋七郎兵衛　元禄 13（1700）1 冊　半紙　和

北条五代記　10 巻（絵入）　　　　	 W913.51-21
　〔三浦浄心〕（茂信）（茂正トモ）
　風月庄左衛門　万治 2（1659）10 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　◇

（再来）田舎一休　巻 1,3（絵入）佚斎樗山	 W913.52-31
　享保 8（1723）序　2 冊　半紙　和

英雄軍談　巻 5（絵入）〔佚斎樗山〕　	 W913.52-30
　江戸　西村源六　享保 20（1735）1 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　◇

正史実伝伊呂波文庫　巻 1,2,3（絵入）　	 W913.54-3 イ
　狂訓亭為永春水
　江戸　上田屋久次郎　天保7（1836）1冊　美濃半　和

正史実伝いろは文庫　巻 49,50,51（絵入）　	 W913.54-3
　為永春水
　刊　1 冊　美濃半　和

　　　　　　　　　　◇

教訓捷径大学笑句　狂訓亭主人　　　	 W913.55-45
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　江戸　英文蔵　刊　1 冊　美濃半　和

　　　　　913.56　読本　実録物

天草軍記　21 巻　　　　　　　　　	 W913.56-471
　写　4 冊　美濃　和

天草軍記　21 巻　　　　　　　　	 　W913.56-459
　写　3 冊　美濃　和

石井明道士　7 巻　志随軒（望月）高信	 W913.56-469
　写　2 冊　美濃　和

石井明道士　巻 3　　　　　　　　　	 W913.56-477
　写　1 冊　美濃　和

石山軍鑑　後篇　巻 8　　　　　　	 W913.56-463
　写　1 冊　美濃　和

絵本敵討孝女伝　巻 5　　　　　　　	 W913.56-460
　写　1 冊　半紙　和

絵本三国妖婦伝　　　　　　　　　	 W913.56-68 イ
　高井蘭山（伴寛）作　北馬画
　江戸　須原屋佐助　刊　13 冊　半紙　和
　内容：上編　巻1〜14　中編　巻1,2,4,5　下編　第1〜5

絵本太閤記　　　　　　　　　　　	 W913.56-450
　写　9 冊　半紙　和
　内容：第2篇第3〜12巻　第3篇第3,4巻　第4篇第5〜12巻

絵本夜船譚　巻 4〔速水春暁斎〕画作	 W913.56-98
　刊　1 冊　半紙　和

大岡仁政録　4 巻（巻 2欠）　　　　	 W913.56-475

　写　3 冊　美濃　和

大岡仁政録　後篇 20巻　　　　　　	 W913.56-447
　写　10 冊　半紙　和

今古実録大久保武蔵鐙（宇都宮騒動之記）3巻
	 W913.56-454
　東京　栄泉社　明治 15,16（1882,83）3 冊　半紙　和

怪談藻塩草（絵入）　5巻　速水春暁斎	 W913.56-446
　大阪　河内屋平七　弘化 3（1846）5 冊　半紙　和

復仇荒川武勇伝　15巻　　　　　　	 W913.56-467
　写　4 冊　美濃　和

敵討裏見葛葉（絵入）巻 3　　　　	 W913.56-74 イ
　曲亭馬琴（滝沢解）編
　刊　1 冊　半紙　和

敵討裏見葛葉（絵入）巻 4　　　　　	 W913.56-74
　曲亭馬琴（滝沢解）編
　刊　1 冊　半紙　和

敵討似我物語　　　　　　　　　　	 W913.56-472
　写　1 冊　美濃　和

今古実録慶安大平記　3巻　　　　　　　	W913.56-453
　東京　栄泉社　明治 15（1882）3 冊　半紙　和

護国女太平記　中 , 下　　　　　　	 W913.56-473
　文化 4（1807）写　2 冊　美濃　和

西国順礼女武勇記　　　　　　　　	 W913.56-448
　写　3 冊　半紙　和

今古実録佐倉義民伝　2巻　　　　　　	 W913.56-455
　東京　栄泉社　明治 15（1882）2 冊　半紙　和

今古実録参考石山軍記　巻 1,2,5,6　　	W913.56-181 イ
　東京　広岡幸助　明治 16（1883）4 冊　半紙　和

釈迦御一代記図会　6 巻　　　　	 W913.56-17 ロ
　好花堂野亭（山田意斎）
　大阪　河内屋茂兵衛　弘化 2（1845）6 冊　美濃　和

釈迦御一代記図会（絵入）6巻（巻	1 欠）	 W913.56-457
　好花堂野亭（山田意斎）
　大阪　塩治芳兵衛　明治 15（1882）5 冊　美濃半　和
　外題：釈尊御一代記図会

釈迦御一代記図会　巻 6　　　　　	 W913.56-132
　好花堂野亭（山田意斎）葛飾北斎画
　京都　松前屋書館　明治 25（1892）1 冊　美濃半

八宗起源釈迦実録（絵入）5巻　　　　	W913.56-138 ロ
　鈴亭谷峩（萩原乙彦）訳
　名古屋　梶田勘助　明治 16（1883）5 冊　半紙　和

新編水滸画伝　第 9編巻 81〜 90　　	 W913.56-446
　高井蘭山（伴寛）編訳　葛飾北斎画
　文政 11（1828）跋（後印）10 冊　美濃　和

仙石動乱記　5 巻　　　　　　　　　　	 W913.56-468
　写　5 冊　美濃　和

泉州信田白狐伝　5巻　釈誓誉　　	 W913.56-470
　写　1 冊　美濃　和

太閤真顕記　　　　　　　　　　　	 W913.56-451
　安政 5, 文久 2（1858,62）写　12 冊　半紙　和
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　内容：初篇第1〜12巻　第2篇第1 , 2巻　第3篇
1,2,5,6,11,12巻　第5篇第3〜7巻

琢磨評林　3 巻　　　　　　　　　	 W913.56-476
　文政 5（1822）写　3 冊　半紙　和

田宮物語　巻 1〜 3，8〜 10　　　　　	 W913.56-462
　写　2 冊　美濃　和

鎮西八郎為朝外伝椿説弓張月　　　　　　	W913.56-458
　曲亭馬琴（滝沢解）編
　東京　東京稗史出版社　明治16（1883）10冊　半紙　和
　内容：前 , 後 , 続編各 6 巻　拾遺 , 残編各 5 巻

通俗漢楚軍談　15 巻　　　　　　　	 W913.56-3 ロ
　夢梅軒章峰　称好軒徽菴共著
　刊（巻 15 補写）20 冊　美濃　和

通俗漢楚統軍談　15 巻　　　　　　　	 W913.56-452
　夢梅軒章峰　望京南徽菴共著
　沈香書閣　明治 15（1882）1 冊　美濃半　和

通俗三国志　50巻　首 1巻（巻 11〜 15,21 〜 24 欠）
　文山 W913.56-1 ハ
　京都　額田勝兵衛　天明 3（1783）42 冊　美濃　和

通俗三国志　巻 29,41〔文山〕　　	 W913.56-1 イ
　刊　2 冊　美濃　和

通俗両漢紀事　西漢巻 1,3 〜 6,10　	 W913.56-40 イ
　称好軒徽菴
　元禄 12（1699）序　6 冊　美濃　和

孝子美談津摩加佐禰（絵入）5巻　　　　	W913.56-449
　〔小枝〕絳川

　京都　山城屋佐兵衛　文政 7（1824）6 冊　半紙　和

女人愛執恠異録　上巻（絵入）　　　	 W913.56-464
　臨水軒西隠伝阿
　元文 4（1739）序　1 冊　半紙　和

繁氏入道発心記　　　　　　　　　	 W913.56-461
　明治 22（1889）写　1 冊　美濃半　和

皿皿郷談　初編〜 3編	曲亭馬琴（滝沢解）W913.56-456
　東京　滑稽堂　明治 16（1883）3 冊　美濃半　和

北国太平記　15 巻（巻 1,4,5 欠）　　	 W13.56-474
　馬場信意編
　京都　山岡四郎兵衛　宝永 4（1707）1 冊　美濃　和

宮本無三四二刀伝　梅亭金鵞編　　	 W913.56-465
　写　1 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　　　◇

格蘭氏伝倭文賞　初編 3巻　　　　　	 W913.58-101
　仮名垣魯文訳
　東京　辻岡文助　明治 12（1879）3 冊　美濃半　和

実説小牧山軍記　　　　　　　　　　　	 W913.58-104
　東京　鎌田在明　明治 27（1894）1 冊　美濃半　和

賞集花之庭木戸　第 3,4 篇　　　　　	 W913.58-102
　桃川燕林編　梅堂国政画
　東京　辻岡文助　明治 13,14（1880,81）6 冊　美濃半　和

愛知奇聞明治天一坊　前編　　　　　　	 W913.58-103
　渡辺文京（義方）編　梅堂国政画
　東京　松延堂　明治 16（1883）1 冊　美濃半　和

　　　　　913.6　近代小説

毒婦お渚節婦お雛色模様根岸花園　前 , 後編	 W913.6-34
　孤蝶園若菜（若菜貞爾）
　東京　清光堂　明治 16（1883）2 冊　美濃半　和

浦島次郎蓬莱噺（新作十二番）　　　	 W913.6-37
　幸堂得知（鈴木利兵衛）
　東京　春陽堂　明治 24（1891）1 冊　半紙　和

勤王実伝桜田血染の雪　菊亭静　　　　　	 W913.6-35
　東京　太平堂書房　明治 16（1883）1 冊　半紙　和

新藁阿皆心黒髪　　　　　　　　　　	 W913.6-36
　東京　野村銀次郎　明治 16（1883）1 冊　美濃半　和

澪標仮寝の手枕　東風軒半馬　　　　	 W913.6-33
　東京　春陽堂　明治 16（1883）1 冊　美濃半　和

福山奇談陸奥の松風　前 , 後編　　　　　　	 W913.6-32
　法木菊治郎編
　東京　法木徳兵衛　明治15,16（1882,83）2冊
　美濃半　和

　　　　　914　随筆　小品　評論

徒然草　2 巻　　　　　　　　　　　	 W914.45-11
　山本九左衛門　刊　1 冊　美濃　和

徒然草諸抄大成　20 巻　　　　　　	 W914.45-12
　浅香山井（久敬）編
　刊　10 冊　美濃　和

徒然草諸抄大成　20 巻　　　　　　	 W914.45-13
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　浅香山井（久敬）編
　京都　武村新兵衛　貞享 5（1688）10 冊　美濃　和

真字寂寞艸（真字徒然草）（上之 1, 下 1之 2欠）
　〔吉田兼好〕著〔岡西〕惟中漠訳 　W914.45-14
　大阪　深江屋太郎兵衛　元禄 2（1689）4 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　◇

花月草帋　３, ４, ６〔松平定信〕　　　	 W914.5-17
　写　3 冊　半紙　和

白河少将定信朝臣のつれづれの和文	のうつし	W914.5-18
　写　1 冊　美濃　和

淡々文集　前編 3巻　半時庵淡々　　	 W914.5-15
　大阪　梁瀬伝兵衛　寛保 2（1742）3 冊　美濃　和

風俗文選　巻 1（10 巻の内）　　　　	 W914.5-1 イ
　五老井許六（森川百仲）編
　宝永 3（1706）序　1 冊　美濃　和

風俗文選　巻 1　五老井許六　　　　	 W914.5-16
　写　1 冊　美濃　和

　　　　　　915　日記　紀行

東北遊日記　2 巻　吉田松陰（矩方）　	 W915.5-5
　大阪　河内屋吉兵衛　慶応 4（1868）2 冊　半紙

　　　　　　　　　　◇

くぬかちの記　2 巻　近藤芳樹　　　	 W915.6-12
　東京　宮内省蔵版　明治 13（1880）2 冊　半紙　和

従駕日記十符の菅薦　近藤芳樹　　　　　	 W915.6-11
　東京　宮内省蔵版　明治 10（1877）4 冊　半紙　和

　　　　　　919　日本漢詩文

詩学小成　巻 3,4　千葉玄之編　　　	 W919-90 イ
　江戸　須原屋伊八　寛政9（1797）再版　2冊　半紙半　和

詩語砕錦　2 巻　永〔田〕忠原編　　　　	 W919-115
　京都　林伊兵衛　文化 5（1808）1 冊　半紙半　和

詩語抜錦　巻 1〜 10　　　　　　　　	 W919-47 イ
　岡崎元軌編　大沼枕山（厚）補
　刊　3 冊　美濃半　和

（増補掌中）唐宋詩学類苑大成　　　　　　	 W919-117
　鎌田禎編　桂淡水増補
　慶応 3（1867）1 帖　小　折本

富岳詩集　小西古香（行直）編　　　　	 W919-118
　秋田　小西理兵衛　大正 5（1916）1 冊　半紙　和

富岳詩集　小西古香（行直）編　　　　	 W919-118 イ
　秋田　小西理兵衛　大正 5（1916）1 冊　半紙　和

富岳詩集　小西古香（行直）編　　　	 W919-118 ロ
　秋田　小西理兵衛　大正 5（1916）1 冊　半紙　和

幼学詩韻　1 巻　続編 1巻　　　　　　　	 W919-116
　成徳隣　檜長裕共編（続）林龔　大前彬共編
　江戸　千鐘房　安政 3,4（1856,57）1 冊　半紙　和

歴代詩学精選　前編 10巻　後編 7巻　　	 W919.44 ハ
　藤（内山）良国編
　大阪　嵩山堂　明治 25（1892）再版　17 冊　美濃半　和

　　　　　　　　　　　◇

嚶鳴集　4〜 8集　竹内楊園（妥素）編　	 W919.5-157
　臥雲楼　文久元〜慶応 2（1861 〜 66）6 冊　美濃　和

回天詩史　巻上　藤田東湖（彪）　	 W919.5-156
　文敬堂　1 冊　美濃半　和

回天詩史　2 巻　藤田彪　　　　　	 W919.5-104 イ
　東京　野史台　明治 25（1892）2 冊　半紙　和

宜園百家詩　初編 8巻（巻 1,5,6 欠）　2編 6巻
　矢上行　樺島益親共編	 W919.5-159
　大阪　河内屋茂兵衛・群玉堂　天保 12, 嘉永 7（1841,54）
　8 冊　半紙　和

興風集　　　　　　　　　　　　　　	 W919.5-6 ロ
　松下邨塾蔵版　明治元（1868）1 冊　美濃半　和

山陽詩鈔　8 巻（巻 1,2 欠）　　　　　	 W919.5-158
　頼㐮著　後藤機校
　大阪　河内屋徳兵衛　天保 4（1833）3 冊　美濃　和

幽囚録　古田松陰（矩方）　　　　　	 W919.5-160
　東京　吉川半七　明治 24（1891）1 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　　◇

亜洲絶句　川村亜洲（竹治）　　　　	 W919.6-151
　東京　川村竹治先生古希祝賀会事務所　昭和 16　1 冊
　半紙

応竜詩艸　横井応竜（太郎）　　　　	 W919.6-150
　東京　著者　昭和 15　1 冊　半紙　和



和 装 本 目 録 ４

36

観旭軒遺稿　2 巻　木村温著　田沼健編	 W919.6-148
　東京　博文館　明治 24（1891）2 冊　半紙　和

錦洞詩鈔　本打錦洞（文献）　　　	 W919.6-153
　小樽　著者　昭和 13　1 冊　半紙　和

盍簪余事　江帾澹園（通静）　　　　 W919.6-147
　〔明治 22〕（1889）1 冊　半紙　和

椿所存稿　木村栄之進　　　　　　　	 W919.6-155
　京都　著者　昭和 11　1 冊　半紙半　和

鉄槍斎文鈔　巻 1　青山延寿　　　　	 W919.6-149
　東京　松易家塾　明治 20（1887）序　1 冊　半紙　和

柏南存稿　安倍午生子（敦）　　　　	 W919.6-154
　東京　安倍雄吉　昭和 11　1 冊　半紙　和

福堂遺稿　陸奥福堂（宗光）　　　	 W919.6-152
　東京　中田敬義　明治 40（1907）1 冊　美濃　和

　　920　中国文学

　　　　　　　921　詩文

（魁本大字諸儒箋解）古文真宝　後集 2巻　	 W921-46 イ
　（元）黄堅編
　大阪　刊　2 冊　美濃　和

（魁本大字諸儒箋解）古文真宝　後集巻上（絵入）
　〔（元）黄堅〕編 W921-121
　日本刊　1 冊　半紙　和

古文真宝　下巻（絵入）〔（宋）黄堅〕編　	 W921-118

　日本刊　1 冊　半紙　和

古文真宝後集諺解大成　巻 1,2（20 巻の内）	　W921-117
　林道春（信勝）諺解　鵜〔飼〕信之大成
　刊　1 冊　美濃　和

古文真宝前集諺解大成　巻之 1　榊原玄輔	 W921-124
　天和 3（1683）序　1 冊　美濃　和
　旧蔵印：古館山崎立朴文庫

増訂詩法入門　5 巻　首 1巻（清）游芸編　	W921-15 イ
　大阪　茅野屋伍兵衛　元禄 3（1690）7 冊　半紙　和

増註読文章軌範校本　7 巻　　　　　　　　	 W921-120
　（明）鄒守益編　奥田遵補註
　東京　八尾新助　明治 27（1894）改正　3 冊　半紙　和

続文章軌範評林　巻 1,2　　　　　　　	 W921-122
　（明）鄒守益編　宍戸逸郎　近藤圭造纂評
　明治刊　1 冊　美濃半　和

補註文章軌範校本　7 巻　　　　　　　　　	 W921-119
　（宋）謝枋得編　海保完備補註
　東京　八尾新助　明治 27（1894）改正　3 冊　半紙　和

増注補訂文章軌範　正続各 7巻　　　　　	 W921-123
　（宋）謝枋得編（明）鄒守益続編
　京都　伊丹屋善兵衛　寛政 6（1794）6 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　◇

新刻補註千字文　　　　　　　　　　　　　	W921.3-23
　京都　井筒屋六兵衛　延宝 4（1676）1 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　◇

韓内翰香奩集　3巻　　　　　　　　	 W921.4-64 イ
　（唐）韓偓撰　柳湾（館機）　菱湖（巻大任）校
　江戸　山田屋佐助　文化 8（1811）　1 冊　半紙　和

箋註唐詩選　巻 4,5（8巻の内）　　　　	 W921.4-129
　（明）李攀竜編　〔戸〕碕允明箋註
　日本刊　2 冊　半紙　和

増評唐宋八家文読本　30巻　　　　　	 W921.4-128
　（明）沈得潜評　頼襄増評
　大阪　太田金右衛門　明治 8（1875）16 冊　半紙　和

続唐宋八家文読本　巻 1〜 18（巻 16，17 欠）
　村瀬誨輔編　柴田清堅校 　W921.4-126
　東京　出雲寺万次郎　文政 8（1825）11 冊　半紙　和
　（稽古館旧蔵）

唐詩選　四声並仮名附　巻 6,7　　　	 W921.4-89
　（明）李攀竜編
　江戸　須原屋新兵衛　弘化3（1846）再板　1冊
　半紙半　和

唐詩選　7 巻（明）李攀竜撰　　　　	 W921.4-134
　江戸　小林新兵衛　文化 10（1813）1 冊　半紙半　和

唐詩選　7 巻　　　　　　　　　　　　　	 W921.4-131
　（明）李攀竜編　服〔部〕元喬校
　江戸　嵩山房　安政 2（1855）再刻　3 冊　半紙　和

唐詩選師伝講釈　巻 2,3　　　　　　	 W921.4-132
　（明）李攀竜編　干葉玄之釈
　江戸　嵩山房　目早　刊　2 冊　半紙　和

（増評）唐宋八家文読本　30 巻　　　　	 W921.4-130
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　（清）沈徳潜評　頼㐮増評
　甲府　内藤伝右前門　明治 20（1887）10 冊　半紙　和

杜工部巣　巻 10〜 20（唐）　杜甫　　	 W921.4-133
　清刊　7 冊　半紙半　唐

杜律五言集解　4 巻（巻 1,2 欠）　　　	 W921.4-127
　（唐）杜甫著（明）邵伝編
　日本刊　1 冊　美濃　和

　　　　　　　　　　　◇

王文成公全書　巻 1〜 18,19 〜 38　　　	 W921.5-31
　（明）王陽明（守仁）
　上海　中華図書館　民国2（1913）（影印）12冊（2
帙）美濃半　唐

　題簽：王陽明先生全集

蘇東坡詩鈔　竜（宋）蘇東坡（軾）　　	 921.5-32
　仙台　伊勢屋半右衛門　1 冊　美濃　和

湖海詩伝鈔　巻 3（2編　乾）　　　　	 W921.6-11
　（清）王昶編　川島楳坪（孝）鈔
　盛化堂〔刊〕1 冊　半紙　和

　　　　　　　　　　　◇

詳註聊斎志異図詠　16 巻（巻 5,6 欠）　　　	 W923-12
　（清）蒲松齢著　呂湛恩註
　上海　錦章図書局　民国刊　7 冊　半紙　唐

　　　　　　　　　　　◇

刪突府　（清）墨憨主人編　風来山人刪訳　	 W927-2
　東京　大川錠吉　明治刊（安永 5 板）1 冊　半紙　和


