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ま え カ三 き

本附属図書館は，明治32年12月に開設され，明年末には90周年を迎えんとしている。所蔵する

書籍もおおよそ65万冊に及ぶ。質においてもすぐれ，重要文化財の指定を受けた貴重書をはじめ，

古今東西の善本珍籍も少なくなく，国内外の研究者に利用していただいている。いかに善本を蔵

するとは言え，研究者に活用されなければ，その真の価値は薄れてしまう。

その意味においても所蔵目録を完全なものとし，しかも簡潔に利用していただける体裁に整え

る仕事は，図書館業務の上で欠かすことができない。

中でも各分野にわたって集収された名家の蔵本を一括して購入し，某々家本として扱っている

場合，そこに収められた各本の利用には，細かく分類整理した目録の準備が是非とも要求される。

近年図書館業務は電算化され，端末機から簡便に目録検索ができる方向に進んでいる。しかし，

入力される蔵本の図書情報が適切でなければ，おおよそ利用の役には立たないであろう。詳しい

目録編纂は，現段階において遡及入力のための基礎的な仕事とも言えるのである。

乙こに公刊する分類目録は，俗に大惣本と呼ぶ江戸中期明和年聞から明治の中頃まで，百数

十年間名古屋市内で貸本業を営んだ大野屋惣八店の旧蔵本の一部を対象としたもので，本京都

大学が創設まもなく図書館開館以前に一括購入していた初期の蔵本に属する。全体は 3,667部，

13,081冊を数える大部の和本の集成である。内容は，仏書，神道書，医学本草，天文など多岐の

分野にわたるが，とくに浮世草子，歌舞伎，浄瑠璃の脚本をはじめとする江戸文学書が質量共に

すぐれていると言われる。

本館にはカードのほか手書きの館内用の内容目録が早期に作成されていたが，昭和60年以降，

文学部国文学研究室にその整理と書誌学的事項の付与をお願いしていたが，ここに日野龍夫教授

はじめ研究室の方々のど尽力によって，専門の立場から可能な限り詳しくそして簡潔な情報をつ

けた目録の一部が完成した。全三冊の中，まずその第一分冊を刊行して，一般識者の利用に供し

たい。第二分冊以降スムーズな刊行を企画している。

この面倒な仕事の中心になっていただき，本目録に解説文を寄せて下さった日野教授と研究室

の方々に厚くお礼申し上げたいD

貸本屋大惣店の廃業以後，その蔵本がどのように流伝したかは，書誌の研究家の興味の対象と

なった。元本館和漢目録掛長（現法学部整理掛長）広庭基介氏も，夙にその問題に関心をもち，

大惣本の一部が京大に購入された経緯やその評価について有用な一文「京大『大惣本』購入事情

の考察」を草して，『大学図書館研究』 XXIV(1984. 5）に発表している。是非一読をおすすめ

したい。

1988年 3月

附属図書館長西 田 龍 雄
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解 説

日 野 音E 夫

京都大学附属図書館に所蔵される大惣旧蔵本約3700点の目録が，乙の度刊行されることになっ

た。大惣とは，江戸中期から明治32年頃まで名古屋で営業していた全国一の貸本屋，大野屋惣八

の略称である。貸本屋がわが近世文化の発展の上で果した重要な役割については，ここで述べる

までもない。京大附属図書館は，大惣旧蔵本の今日における最大の所蔵者である。本目録が，目

録としてだけでなく，往時の貸本屋文化の一斑をうかがう資料としても，活用されることを念ず

る。

本目録作製のため京大蔵大惣本の書誌調査に当ったのは，大惣本研究会に属する国文専攻の大

学院・学部の学生諸君である。本目録が研究者や図書館人に寄与するところがあるとすれば，そ

の功は，過去五年間にわたって孜々として書誌カード取りに従事してきた，深沢員二君を始めと

する大惣本研究会の院生・学生諸君の努力に帰せられるべきものであるO

さて大惣本であるが，大惣本全体については柴田光彦氏の『大惣蔵書目録と研究』 〈青裳堂書

店flJ)等々，京大蔵大惣本については広庭基介氏の「京大『大惣本』購入事情の考察」（『大学図

書館研究』第24号所載）という研究がある。それら諸先学の業績に依拠しながら，簡単に解説す

る。

大惣では，明治31年頃に，膨大な蔵書を売却して廃業するという方針が立てられた。その際作

られた資産台帳『大野屋惣兵衛蔵書目録J全15冊（早稲田大学図書館蔵。惣八を惣兵衛と誤る）

には， 16734部の書名が記載されている（長友千代治氏『近世貸本屋の研究』に16734種類という

のによる）。

明治32年春頃，大惣蔵書の大半は東京の書県吉川弘文館に約2500円で引き取られ，さらに吉川

弘文館に入った大惣本のほとんどは，帝国図書館（現在の国会図書館）・東京帝大・京都帝大・

高等師範学校（現在の筑波大学）に買い上げられた。ただし納入業者は吉川弘文館ではなく，聞

に青山堂・大島屋といった別の書障が入っている。

帝国図書館へは約3500部，京都帝大へは約3700部，高等師範学校へは約500部が入ったが，東

京帝大に入った分は，歌舞伎台帳・浄瑠璃本約1100部を残して，納入当時の帳簿類を含めて関東

大震災で焼失してしまったため，総部数も個々の書名も判明しない。

京都帝大に入った大惣本に関しては，納入業者の作った書名リストが，現在も附属図書館に保

管されている口それは版心に「青山堂用罫」とある罫紙を用いた毛筆書きの冊子で，現在は一冊

に綴じられているが，もとは五冊に分かれていたものである。版心の文字から，納入業者が東京

の書犀青山堂であっ’たことが推測される。奇妙なことに，納入業者名は公式書類の上には一切記



されておらず，この版心の文字が手がかりとなるのみである。

もと五冊のリストは，それぞれ表紙の中央に「義図書目録J，右上に「五冊之内第壱（－伍）号」，

左下に「図書館」と記し，右下に明治32年4月3日，同 8日，同12日，同17日，同21日の日付を

入れる。五冊に分かれているのは，やはり附属図書館に保管されている「物品受払命令」によれ

ば，大惣本の納入と代金の請求が，明治32年4月に五回に分けて行われたからであるσ上の日付

は，「物品受払命令ji乙記された「現品領収」の日付と一致する。ちなみに，「物品受払命令jに

記されている大惣本の代金を合計すると，きっちり2000円になるo

乙の『議図書目録』の記載様式は，まず版本随筆・物語・雑書・珍書等々， 60数項の分類を立

て，各分類の内部は，順不同に書名を挙げて，下に京大納入に際しての価格と冊数を記す。図書

館の受入番号も記されているが，これは当然図書館が後から記入したものである。

60数項の分類は，大惣においてすでになされていたものなのか，それとも聞に入った吉川弘文

館なり青山堂なりが新たに立てたものなのか。吉川弘文館が大惣本を引き取ってから，青山堂が

京大へ納入するまでの期間がきわめて短いことからすれば，大惣の分類を右から左へ書き写した

だけと考えるのが妥当のようであるo

しかし，江戸時代以来の大惣の分類法を反映していると見てよい前掲『大野屋惣兵衛蔵書目

録』と対照すると，よく似た分類ながら完全には一致しない。たとえば『窓図書目録』で「唐

軍」と称する分類は，「大野屋惣兵衛蔵書目録』では「通俗類」となっている。また京大の『義図

書目録』中の書を『大野屋惣兵衛蔵書目録』で検すると，分類を異にする場合が間々ある。たと

えば『武辺噌聞書』は，『童図書目録』では「版本随筆」の部に入っているのに，『大野屋惣兵衛

蔵書目録』では「武談」の部に入っている。

疑問を残しつつ，「議図書目録』の分類は大惣でなされていたものと考えたい。仮問うでな

かったとしても，近代書誌学以前の，江戸時代以来の意識に基づく分類である乙とは間違いなく，

分類そのものに，貸本屋文化の資料としての意味がある。

本目録における分類と書名の配列は，『室図書目録』に従っている。ただし，書名は現物によ

って『義図書目録』の不備や誤りを正し，書誌的事項を加えた。書名各項の末尾，現在の京大附

属図書館の請求番号の次に記した大惣の排架番号は，書物に貼付された番号札のものである。そ

の次の価格は『窓図書目録』による。なお，京大蔵の大惣本は，ほとんどすべて附属図書館に蔵

されているが，ごく少数，文学部と薬学部に移管されたものがある。それらも本目録に収めてあ

る。



凡例

本目録は，京都大学が所蔵する大野屋惣八（大惣）旧蔵書約3700点を収める。京大蔵大惣本は

明治32年4月に一括購入されたもので，その際納入業者が添付した書名リスト『義図書目録』が

京大附属図書館に保管されている（解説参照）。『毒図書目録Jは， 67項の分類を立て，各分類の

内部は， j贋不同に書名を挙げ，納入時の価格と冊数を記す。個々の図書の受入番号は，『毒図書

目録』に記載されている順に， 30000から 33666に至っているo

本目録は，分類・書名の排列ともに『義図書目録』に従う。 67項の分類は，順序に脈絡がなく，

今日の眼から見れば不適切に分類された本も少なくないが，索引編に書名索引のほかに現在の請

求番号索引を附すことによって補いたい。

各項目の記載事項は以下の通りである。

①受入番号。同一番号でも複数項目に分けるのが適当と思われる場合は，（1)(2）……を以て分け

た。

②書名。複数の書名が見出される場合，標題に採用する優先順は原則として， 1.見返し内題・

2.刷題策・ 3.巻頭内題・ 4.後補墨書題策または表紙うちつけ書・ 5.その他柱書など。

乙の原則に従わない時は備考にその旨を記した。振り仮名は濁点を施した旧仮名遣い（小学館

『国語大辞典』に示された旧仮名遣いに従う〉を記した。

③複数冊の場合の各冊の呼称。

④体裁および秩数・冊数。体裁は，まず縦長本の場合は特大・大・半・中・小・特小の 6段階を

設けた。美濃紙半折の大きさ（27.0×19. 5cm）を大本の標準とし， 乙れより大きいものは特

大とした。半紙半折の大きさ（24.2×16. 7 cm）を半紙本の標準とし， これより大きいものは

大本とした。大本の 2分の lの大きさ（19.5×13. 5cm）を中本の標準とし， 乙れより大きい

ものは半紙本とした。半紙本の 2分の lの大きさ（16.7×12. 1 cm）より大きいものは中本と

し，以内のものは小本とした。小本の中でも大本の 4分の lの大きさ（13.5×9. Bern）以内の

ものは特小とした。特大本・特小本， そして桝型本・横本・巻子本については（）内に数字

で大きさを示した。合l快・合綴の場合「他O冊と合Qr候」「O冊を合綴O冊」のように示し，

l挟に入らない場合はI快数を省略した。

⑤著者・作者・編者・画者・校者・序者・践者など。

⑥成立年（刊年・序践年・書写年など）。

⑦版本の場合は蔵版者あるいは書醇名（都市名・書障名・所在地）を示し，写本の場合は必ず

「写本」と記して，書写者がわかる場合はそれを添えた。

③※として備考を記した。

⑨京都大学附属図書館の請求番号（旧分類＝京大独自の10円分類）。 ほかにも文学部の文学科閲

v
 



覧室・史学科閲覧室，および薬学部に所蔵される場合があるが，それぞれ「文関」「史閲」「薬

学」のように示した。

⑮大野屋惣八の分類排架番号（大惣番号）。主に「いろは」の内の一文字と数字とから成り，時

々は冊数や複本のうちでの番号（8~···…）も示されている。多くは第 1 冊の表紙の小札に墨

書されている。

⑬明治32年当時の購入価格。

ふとこご「襲五議ー～八イ而百二ヨベ＠
⑤ 浅井了意著・自序・白抜 寛治~i1:u ⑤ 

.~戸江戸鱗形屋（大伝馬三町目）

伊~※絵…
と言己i..;たキLあり。 ／／／  

ID 1-84カ5 け五百拾壱r l円 一 ＠ 

文学部の国語学国文学専攻の学生院生の有志が集り大惣本研究会を始めたのは1983年であった。

試行錯誤を繰り返し，遅々たる作業を進めてきたが，漸く 5年自にして第一分冊の刊行に至った。

多人数の手によって稿が成ったために，細部の記事の不統ーや精粗のばらつきをまぬかれ得なか

った。寛恕を乞う次第である。
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（以下第二分冊）

絵 本 図 絵 歌 書

和 漢 医 書 徒 然 草

西 鶴・八文字屋 百 人 首

丸本 写本台帳 国 書・ 和 書

丸本 版本台帳 有 職

浄 瑠 璃 丸 本 仏 書

黄 表 紙 狂 詩

幕 府 写 本 狂 歌

和 軍 書 類 武 器 万 銀

和 軍 写 本 経 典 及 詩 文

兵 書 経 書・ 詩 文

料 理 書 絵 本

往 来 書 日出

大 工 書 奇談怪談故事

伝 授 書 芝 居 物

算 術 書 士a- 原 物

書 目 。ド 書

書 画 連 歌

神 道 『大惣本四月二十一日

易・方位・天文
連歌ノ末ニ追加之分』



一随筆（版本）一

随筆（版本）

ケY.%. Yズイヒツ

30000 譲園随筆上・中・下 大3冊

物茂卿（荻生但保）著，勝換園東壁序 mw 
正徳4序・刊

江戸 出雲寺和泉（日本橋南ー町目），「京師書

林植村文華堂津田麗津堂開板」， 文華軒

蔵板

※附，文戒（但来先生口語吉有都録）。

1-69ケ 7 乙弐百弐拾童全三 40銭

タ ポ .I.ス サ’ピ

30001 久保之取蛇尾初篇上・中・下

大1朕3冊

入江畠喜著 天明4刊

大坂柳原喜兵衛（北久太郎町心斎橋筋）

※同じ本のi日朝田家蔵書（10ー05ク2）には自序あ

り。上冊表紙右上スミに「口弐百口」とある札

が貼られている。

4-69ク1 乙弐百拾九全三 30銭

へイスイロタ

30002 乗穂録初篇ー～四 大1峡4冊

岡田挺之（新}II)著，雲霞堂老人序，恩田仲宅需）

寛政7刊

名古屋永楽屋東四郎（本町通七丁目〉， 京

風月圧左衛門（二条通衣棚之角），大坂 河内

屋喜兵衛（心斎橋筋北久太郎町）， 江戸永楽

屋出店（今川橋南白銀町二丁目）

※同じ配架番号に「二篇」もおさめられているが，

大惣本ではない。巻末に「尾陽東壁堂製本略目

録」あり。刊年は『国書総目録』による。

10ー05へ1 こ百九拾九番全四冊 35銭

ジチヤウザツロタ

30003 視 聴雑 録一～十〈附 大1常総伊
臨深亭主人質非斎著・自序宝暦13自序，安永7刊

前川六左衛門

※ー名「謀議未成議了（序による）。 10冊共原題簸

であるが，一～十の番号のみ墨書。

10-05シ15 大惣番号札剥落 65銭

サ 0ツウダY

30004 蓑 笠雨 談ー～三 (18附半1問F
曲亭馬琴著・自序 享和3自序，同4刊

江戸蔦屋重三郎（通油町），名古屋永楽屋

東四郎（本町七丁目）， 大坂河内屋太助（心

斎橋筋唐物町）

※別名「曲亭漫筆」「著作堂ータ話」。第1冊20丁

～23丁は透き写しによる補修である。

5-18サ 1 そ六百五拾弐全三 30銭

リサイズイヒツ

30005 理粛随筆一～六 大6冊

志賀忍（理粛）著，樗園主人序，馬島安節序，徳斎

原義正道校，柳川谷城画

文政7序，天保8校，同9刊

名古屋永楽屋東四郎（本町通七丁目）

※刊年は『国書総目録』によるが，巻末の「墓砲

銘JIC著者が天保11年に卒したことを記す。ー

名「筆随意」。見返しに「前編 六巻」と書く

が後編の刊行は知られていない。

10-05リ1 乙百四拾萱全六 60銭

ナンレイシ

30006 南嶺子ー～四 大4冊

多田義俊（秋粛桂先生）著，南海陶晃序，良芸之伯

耕序，山中遊竜践 寛延2序・践，同3刊

大坂芳野屋十郎兵衛（高麗橋一丁目），京

芳野屋八郎兵衛（寺町通三条上ル町）

※第1冊表紙右下スミに「全部四冊」の小札。右

上スミに小札剥落跡あり。「清徳堂園書記」印

あり。

10ー05ナ8 大惣番号札剥落 30銭

ゴサウマンピツ

30007 梧 窓 湧 筆 （前編）上・下・後篇上・下

・三篇上・下 大6冊

大田錦城（先貞）著，前・後篇荒井莞民校，三篇唐

公憧校

前篇：唐公憧序，荒井秀民序，品伊悌三宅s2aF口
藤善惹践 文化10成，文政6序

後篇：元憧悌三序，片倉直薫休序，戸谷惟孝序，

荒井莞民（晴湖）殴，原沢誼文仲践，遊需裏予

践，本多茂徳践 文宅sl1
三篇：唐公憧序 天保11刊

江戸和泉屋金右衛F司（横山町三丁目）

※大惣番号は三篇上冊に付されている。前篇上冊

内題に「畏天録知命録畏聖録合刻」と副書。

後篇上冊内題に「三録井啓姐録合梓」と副書。

和泉屋は「製本所」とある。他の発免書韓は煩

雑にわたるので略す。

10-05コ35 乙百三拾八共弐 75銭

- 1ー



一随筆（版本）一

プヘジパナジキキガキ

30008 武創出 聞 書 一～三 大1幣F
園枝清軒著，藤森大雅序 嘉永3刊

江戸和泉屋善兵衛（本町三丁目），京二世雲

寺文次郎（三条通舛屋町），大坂昭歩兵 j

衛（心斎橋通博労町）， 秋田屋太右衛門（同安

堂寺町）

5-63フ8 て六百五拾九全三 30銭

シウザイカ Y ゴ

30009 秋粛開語一～四 大1朕4冊

多国義俊（桂秋粛）著，華汀北貞卿序，門人宅議事

守備校 宝暦3刊

大坂柳原喜兵衛（心斎橋聾町、河内屋），江戸

須原茂兵衛（日本橋南一丁目）

5-17シ3 こ百七拾七全四 30銭

，守イエンソウシヨ

30010(1）梅園叢書ー～三 0750) 大1幣st1fr
三浦安貞著・自践 寛延3自践，安政2刊

大坂文海堂・宋栄堂合桂？敦賀屋九兵衛（心

斎橋南一丁目），京 屋惣四ift~ （寺町本能寺

前），江戸須原屋茂兵衛相本橋一丁目）・須

原屋伊八（浅州茅町）・岡田屋嘉七（芝神明前）

・山城屋佐兵衛（日本橋二丁目）・和泉屋吉兵

衛（芝神明前）・出雲寺万次郎（横山町一丁目）

※後篇は（2）参照。

1-84ハ lA こ百四拾弐前篇三冊 (2）共30銭

＂＂イエンソウシヨ ダイニジ7

30010(2）梅園叢書第二集上・中・下

大1朕3冊

三浦安貞著・自序，羽詰（彦子睦唱7ss〔小の博義参」

践 天明元自序，同6践，安政2刊か

大坂文海堂・宋栄堂合梓

※前篇は(1）参照。三都発行書房，前篇に同じ。内

題に「一名拾葉」と副書し，自序を「梅園拾葉

題言」と題す。

1-84ハ lB 乙百四拾三後篇三冊

セキヤマンピツ

30011 斥邪漫筆 大他2冊と合1朕1冊

深慨隠士著・自序，憂関野史校・序，先憂吉宗）

元治元自序

衛道書屋蔵

※30229『斥邪二筆』と同l除。

1-06セ1 ふ六拾番全弐 10銭

リケイユノキ

30012 理慶尼の記

理慶尼著，善庵老人践（同序か）

三可書屋蔵

※柱書「梅畦禁書」。「蒼葉庵」印あり。題策は

「理慶尼の記属議鵠勝完」。

5-10リ1 て六百七拾或番全壱 15銭

冊
）
践

l
m
8
 

朕

α保
1

天

大

ナy ポジウゲン

30013 南畝奏言上・下 大1朕2冊

杏花園主人（太田南畝）著・自序，文宝亭筆気；7~
文化14刊

江戸角丸屋徳三郎・甚助（麹町平川町二丁

目）

※巻末に「衆星閣蔵板目録」あり。

10-05ナ5 乙弐百仁コ 35銭

セキスイカンワ

30014 積翠閑話ー～四 大4冊

積翠道人（松亭中村経年）著，警護持夫序，点P
本鷺粛画 嘉永2序，安政5刊

文渓堂・葦鳳堂，（以下は奥書の「三都書庫」）

京 俵屋清兵衛（数屋町通姉小路上Jレ）・吉野

屋仁兵衛（三条通御幸町角），大坂 河内屋茂

兵衛（心斎橋筋博労町）・河内屋藤兵衛（心斎橋

筋本町角），江戸 丁字屋平兵衛（大伝馬町二

丁目）

※第3冊末lと「此本何方に参り候共，楽書一切御

断前以願置候大惣知事正月Jと書込みあり，

上から紙が貼られている。

10ー05セ4 こ百九拾三全四冊 40銭

キタノベズイヒツ

30015 北遺随筆初篇ー～四 大1朕4冊

富士谷御杖著・自序 文化13序，文政2刊

京銭屋摺、四郎・菱屋孫、兵衛・木村吉右衛門・

天王寺屋市郎兵衛

4-69ホ1 こ百八拾回全四 60銭

30016 思薄漫録上・下 大1朕2冊

新粛中部（中村弘毅）著：品F，不常議開（脚

文政3序，天保元践，同3刊

京 問中屋専助（二条通高倉西）

※上巻末に，大惣による書込みが残る。

1-84シ11 乙武百五拾口全試 30銭
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一随筆（版本）ー

ゴンザイ :b::tワ

30017 艮策関話上？下・続上・下 大4冊

安積艮粛（信・祐助）著，（正篇）近藤忠謹序，（続

篇）森田禎序

（正）天保11序，同12刊，（続）嘉永2序，同4刊

江戸須原屋源助（筋違御門内通新石町），京

勝村治右衛門（寺町通松原下Jレ），大坂 田中

太右衛門（心斎橋通安堂寺町）・岡田茂兵衛（同）

1-69コ17 （正）乙弐百七拾三前編弐冊

・（続）乙弐百七拾四続編弐冊 30銭

ラウカイイツトタ

30018 携海一得上・下 大2冊

木換卿（鈴木嘉蔵）著・自序，関惰齢序

明治信・刊

江戸雁金屋伊兵衛（小石川伝通院前）・須原

屋伊八（下谷池之端仲町）・花房屋平三郎（駒

込吉祥寺前）， 大坂柏原屋清右衛門（心斎橋

筋順慶町）

※見返しに「湧膏随筆トモ云」とあり。

10ー05ロ2 乙弐百八拾四全弐 25銭

キウセキキプン

30019 奮蹟紀聞甲・乙

大1朕2冊を合綴1冊

大寂番立綱著・自序，喜多武清画，本間瀞清践

文化14序，文政8刊

江戸和泉屋金右衛門（横山町三丁目）

※見返しに「一名浮草の跡」とあり，他に文化14

初版と文政7版が知られている。

4-69キ1 乙弐百六拾七 40銭

四
ρ
談

著

村
百
っ

と
浄
州

セ
！

τ
一
r
t

成

0

美
ω
崎

羽

山

冊
）
刊

4
制

U

大
α保天

江戸英屋文蔵（下谷御成道）

※第3冊末・第4冊見返しに大惣の書込みあり。

発行書購多数，省略。

10ー05セ2 仁コ全四 50銭

五
げ
録

ヨ
農
民

パ
名
将

竹
林

E

プ

武

著充

白

原

初

栗
大1朕5冊

弘化3刊

江戸知新堂紙屋徳八（下谷御成道旅寵町一町

田），京 御書物所出雲寺和泉按（三条通竹屋

町），大坂 河内屋喜兵衛（心斎橋通南久太郎

町）・堺屋新兵衛（心斎橋通南久宝寺町）

5-63フ11 て六百三拾九全五 40銭

ヤプレヤノツツタ q，、ナシ

30022 破れ家のつ、くり話天・地・人

大1朕※参照3冊

鬼園山人（新宮涼庭）著・自序，九方生肇校・序

弘化4序

書障不明

※経済篇・政事篇・吏術篇より成る。 2-42ヤ2

の異本3冊と同朕。柱書「諸家改革話」。同朕

なる異本の柱書には「破レ家ノッ、クリ話」。

異本はひとまわり大きく，第1冊第1丁欠。

2-42ヤ1 乙弐百三拾弐全三 25銭

シユツヂヤウセ亨ゴ

30023 出定笑語萱～七 半 1朕7冊

平田篤胤著，従五位上近江守都下朝臣資政序，大野

屋惣八写 嘉永2序，同4写

写本

※序によれば，延事のころ冨長仲基が著した『出定

後語』という仏道を論じた書に共鳴して，篤胤

が「それに翁の論ひをもおほくそへでものしつ

るなり」という。翁とは本居宣長。『国書総目

録』によれば，別名「仏道大意」「大迷耕講本」。

第7冊末尾に「活板出定笑語四巻今年平仮名に

改め写して~＜；~詮とす此本を以てよみなば文字に
うとき人もたやすく其意を解へしといふベし

嘉永四年辛亥孟春大野屋のあるじいふ」とあ

り。大惣の半紙を使用。 30241（版本）参照。

1-20シ5 Eコ六全七 40銭

シヤウザンチヨモシキシ 7

30024 想山著聞奇集査～五大1朕5冊

三好想、山著，方外子無党社主僧允序，佐々木庸綱序，
なおもと

青山直定序，青山直意践

嘉永2序（僧允・佐々木），同3序（青山）・践

書購不明

4-47シ6 こ百六拾七全部五冊 75銭

カンデンプンサウ

30025 閑回文草萱～伍 大 1朕5冊

伴蓄援著，男資規・門人等編，浦世帯寝；資宅需）

事和2序，同3刊

大坂今津屋辰三郎・和泉屋源七，京銭屋惣

四郎・梅村伊兵衛・菱屋孫兵衛・著屋宗八・西

村吉兵衛・文蔓屋太兵衛

※第5冊は「附録門人文集」。

4-30カ4 ふ四百O七全五冊 75銭
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一随筆（版本）一

江戸須原屋茂兵衛（日本橋南一丁目），大坂

塩原喜助（心斎橋筋）

※上巻の題策「世風古渡里上」，下巻の題策「よ

ふことり 下J，内題・柱書「喚子鳥」。鳥の飼

育手引書。

9-27ヨ1 そ九百五拾九全弐 35銭

スンキシザツテツ

30026 す錦雑綴
特大（28.6×20. ocm) 1朕l冊

風来亭主人序，濁吟子緑青人践

書号訴
※寛政7以後の刊行。

5-18ス3 乙三百弐拾萱 2円

ダイゴズイヒツ

30027 醍 醐随 筆上・下 大2唱総額1冊

中山三柳（忠義）著・自序 寛文10自序・刊

京中村七兵衛

※墨書後補題策の上半分剥落。「筆全」のみ残る。

朱で書込みあり。刊記の前に朱書「法橋三柳中

山氏か筆記と云橘秀倍」。 10-05タ2に，刊

島記のみ異なる後刷本あり。

10-05タ3 大惣番号札剥落 60銭

キュウセンνヤ＂？；）＇ぜツ

30028 宮川舎 漫筆萱～五 大 1朕 5冊

宮川舎長差著・自序，叩端山人序，（！~摂原義常詰；
柳川重信画 安政5序，文久2刊

江戸三笠堂・須原屋茂兵衛（日本橋通一丁

目）・山城屋佐兵衛・小林新兵衛（同二丁目）・

岡田屋嘉七（芝神明前）・英大助（本石町十軒

店）・丁字屋平兵衛（大伝馬町二丁目）・和泉屋

金右衛門（横山町三丁目）・須原屋伊八（浅草

茅町二丁目） ・紙屋徳八（筋違御門外旅寵町一

丁目），京 出雲寺文次郎（三条通升屋町），大

坂河内屋喜兵衛（心斎橋通北久太郎町）・河内

屋茂兵衛（同博労町） ・河内屋藤兵衛（同筋本

町角）

※『国書総目録』には「ミヤガワノヤマンピッ」

とするが，上記書名は第1冊の振仮名による。

10-05ミ1 乙百六拾五全五冊 50銭

ジシコクキ

30029 入国記巻之上萱・二・巻之下三・四

半1朕4冊

木藤平祖践 元禄13践，同14刊

江戸近江屋仁兵衛（日本橋南中通左内町）

※第1冊の表紙には題簸・大惣番号の他に「地」

「口口口六十六番」「全部四冊Jなる三枚の札

が貼られている。題震は「詩人園記」。

5-82シ8 つ拾査番 30銭

ヨブコ F リ

30030 世風古 渡 里 上 ・ 下

蘇生堂（津村天長）著・自序

半1朕2冊

宝永7序・千日

毛主ユ カ Y ジ ジ

30031 編漢事始巻之一二・三四・五六

半1朕3冊

貝原好古（恥軒）著・自序・自践

天和2序，元禄9殿，同10刊

※内題「中華事始」。上記書名は原題策による。刊

記は「元禄十年夏五月／平安城書林」とあって

書捧名は削られている。ただし， 「享保六辛丑

歳平安六角御幸町茨城多左衛門」の蔵書目録

がついている。再板本。

4-85カ4 そ五百弐拾八 30銭

冊

刊
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冊
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2
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ω
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初
ト

京柳枝軒

※題策は「東見記乾（坤）」（坤字書込み）。表紙

には「口弐番」と書いた札が貼られている。裏

表紙上部に「東見記」と書いた札が付されてい

る。

4-85ト6 大惣番号札剥落 20銭

ラクダカウ

30033 騎舵考 大1冊
きみやす

官山唐公憧著・自践，武臣席吉校・序，山崎美成序，

加藤善番良白甫序，平武官序 文政7序
江戸和泉屋金右衛門（両国横山町三丁目）

※表紙に「禽」（朱）と書かれた紙が貼られている。

上記書名は原題簸による。内題・柱書は「棄舵

考」。見返しに，ラクダを画いた「倣銅版昔／東

陽寓」の挿絵あり。

6-24ラ2 乙八百四拾四 15銭

キヨカウシ

30034 居行子一～五 大 1朕5冊

西村遠里著，岡本隠龍川序 明品7~2怠安ぷ5fU
京万屋重兵衛・銭屋善兵衛（ともに堀川四条

上ル町）

※表紙iζ 「日目千弐百七十八」の札あり。

10-05キ4 こ百五拾萱初編全五 30銭
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一随筆（版本）ー

キYセイキセキカウ

30035 近世奇跡考ー～五 半1朕5冊

醒醒老人（醒々粛・山東軒主人）著，可葬源武清画，

鵬粛序，聴雨楼主人序，ー杖序，武清践，秋踊践

文化元序・践・刊

瑞玉堂蔵版，大坂河内屋太助（心斎橋唐物町），

江戸大和田安兵衛（大伝馬町二丁目）

※5-18キ2の『近世奇跡考』は刊年不明，江戸，

青山清吉版，大本2冊である。

5-18キ1 そ六百拾三全五冊 50銭

カナセセツ

30036 仮名世説上・下 半1朕2冊

杏花園萄山著，文宝堂散木補・践，山崎美成序

文政7序，同8刊

江戸角丸屋甚助（麹町四丁目南側）・角丸屋

徳三郎（同五丁目大横町）

※萄山人の自筆題詩，文宝堂による萄山人肖像画

あり。

4-20カ4 そ六百七十番全弐冊 30銭

ヤクワイノキ

30037 夜舎記ー～四 大4冊

（熊沢蕃山）著・自序 正徳5刊

大坂柏原屋清右衛門・河内屋宇兵衛・吉文字

屋市兵衛

※見返しに「熊津遊曾貫録五冊集義和書集義

外書」と書込みあり。読点、書込みあり。蕃山著

ということは明記されていない。『蕃山全集五』

参照。

1-81ヤ1 や弐百四拾番 60銭

ヨコタハウゲン

諸園 プツルイショウヨ

30038 方言 物類稽呼一～五
半1朕5冊

越谷吾山秀真著・自序 安永4刊

江戸須原屋市兵衛・同善五郎

※題簸のみ「諸園方言Jの角書がある。序は「物類

稽呼諸国方言序」，各巻の内題及び柱書は単に

「物類称呼」。各巻の内容は（ー）天地人倫（二〉

禽獣魚虫（三）州木（四）衣食器財（五）言語。

4-66フ1 そ五百三十六全五冊 60銭

ジヤサ守 V ギ

30039 社倉私議 大1冊

中井善太・竹山居士著 中井善太「社倉私

議」安永3成，竹山居士「社倉私議附録」寛政

6成書捧・刊年不明

- 5ー

※大惣番号の隣に朱字で「経」と記した札が貼ら

れている。竹山居士は中井善太の子，中井積善

である。

3-26シ3 や千三番 5銭

カウセイサウパウキゲン

30040 校正草茅危言一～十 大l朕10冊

竹山居士中井積善著・自序 寛長主住

書庫不明

※上記書名は原題策による。内題・柱書は「草茅

危言」。

2-42ソ1 や九百弐拾五共拾 30銭

ナルベ

30041 南留別志（奈流遍之）一～五大5冊

荻生但保著，宇恵、校，平好古践宝暦11序，同12刊

江戸村田小兵衛・須原屋茂兵衛

※30069『但保先生可成談』・ 31027（写本）参照。

原題策，第1・3・5冊が「南留別志」，第2・

4冊が「奈流遍之」。各冊内題は「但保先生南

留別志」。第5冊に「附和歌世話」。

10ー05ナ4 乙百五拾五全五 40銭

ヨウシャ，ぜコ

30042 用捨箱上・中・下 大1朕3冊

柳亭種彦著・自序 天保12刊

江戸菊屋幸三郎（馬喰町四丁目）・加賀屋源助

（下谷長者町一丁目）・英屋文蔵（下谷御成道）

※中・下冊の見返しに落首書込みあり。

5-18ヨ1 乙弐百弐拾九全三 40銭

グワレキザツカウ

30043 瓦磯雑考乾・坤 大1朕2冊

笥居喜多村節信著・自序，如貫道人忠m (1818) 

文化14序，同15刊

江戸須原屋善五郎（日本橋瀬戸物町）・松屋

要助（京橋銀座二町目）

※坤冊の見返しに落首。

5-18カ1 乙弐百七拾弐 50銭

ショウテイマンピγ

3似 4 松亭漫筆上・下 毛ふF
松亭金水著・自序，渓粛英泉画 嘉永3序

大坂河内屋茂兵衛（心斎橋筋博労町角）・河

内屋藤兵衛（心斎橋筋本町角），京河内屋藤四

郎（寺町通仏光寺），江戸須原屋茂兵衛（日本

橋通一丁目）・山城屋佐兵衛（同二丁目）・須原

屋新兵衛（同二丁目）・山城屋政吉（南伝馬町

一丁目）・英文蔵（下谷御成道）・丁字屋平兵衛



一随筆（版本）ー

（大伝馬町二丁目）・岡田屋嘉七（芝神明前）・

和泉屋吉兵衛（同）

10-05シ 8 こ弐百八十八全弐冊。 30銭

、7 カイカウケンプンジ

30045 横演開港見聞誌（前篇）上・中・下・

後篇上・中・下 半1朕6冊

橋本玉蘭粛著，五雲亭貞秀画

（前篇）文久2序，（後篇）慶応元序

書捧不明

※後篇3冊の題簸は「横潰見聞誌」（墨）である。

各冊の第1丁に梗概をのせる。

30046 

5-83ヨ1 （前）さ弐百八十九全三

・（後）さ弐百九十全三 40銭

ミ＇；／ノヲノヲカシ

水雄岡志一土・中・下・二上・下

大1朕5冊

栗原孫之丞信充著 弘化4刊

江戸青雲堂英文蔵（下谷御成道）

※清和天皇の本紀（ー）及び清和源氏の系図（二）

より成る。

5-62ミ2 乙百六拾八全五 40銭

ヒヤウタワ 7 ンピツ

30047 津花謬筆上・下 大1朕2冊

桃花園著・自序

書躍・刊年不明

※桃花園は江戸の人。彩色の絵入り。

5-18へ1 こ弐百七拾五 2円

リウアンザツピツ

30048 柳葬雑筆一～四 大1朕4冊

栗原信充著・自序 弘化2序，嘉永元刊

江戸紙屋徳八（神田旅寵町一丁目），京出

雲寺文次郎（三条通升屋町），大坂河内屋喜兵

衛（心斎橋通北久太郎町），江戸須原屋茂兵衛

（日本橋通ー町目）・山城屋佐兵衛（日本橋通二

町目）・小林新兵衛（日本橋通二丁目）・岡田屋

嘉七（芝神明前）・英大助（本石町十軒店）・和

泉屋金右衛門（横山町三町目）・須原屋伊八（浅

草茅町二丁目）・岡村庄助（下谷池之端仲町）・

英文蔵（下谷御成道）

※大惣番号・大惣印なし。「木平蔵書J「室耕閑堂J
「誠jの印，および、「美濃第五大匡十五ノ小匡茄

八郡中野村小川清五郎蔵書」の記入あり。

5-18リ1 大惣番号札原欠か 60銭

-6-

ヨウシヨ 7 ；..ピツ

30049 擁書漫筆一～三・四上・四下

大1朕5冊

高田輿清著，大田車序，梅園樵史北慎言殿

文化13序・践，同14刊

江戸角丸屋甚助（麹町平川町一丁目）・松屋

要助（京橋銀座二町目） ・伊勢屋忠右衛門（新

橋南大坂町）

5-18ヨ2 乙百六拾番 60銭

サンセイロタ

30050(1)三省録一～五 大5冊

志賀理粛著，徳粛原義補・序，千賀輯序，題粛海老

名網殿，山崎美成践 天保史民，品認知

江戸和泉屋金右衛門（横山町三丁目）・英文

蔵（下谷御成道），原三右衛門蔵板

※「萩原文庫」「緑毛園」の印あり。後篇につい

ては（2）参照。

10ー05サ 3 乙百拾三前五冊後篇共60銭

サンセイロク

30050(2）三省録後篇一～五 大5冊

徳蒲原義著・自序 安政3色文治3年・刊

江戸須原屋茂兵衛・山城屋佐兵衛・和泉屋金

右衛門・本屋勝蔵・英屋文蔵，原三右衛門蔵板

※前篇については (1）参照。

10ー05サ 3 乙百拾四後編五

ギ ウ パ モ Y

30051 牛馬問一～四 ． 大4冊

新井白蛾祐登著・自序 宝選5序，品格lj

京菱屋新兵衛（寺町通三条上ノレ丁），大坂吹

田屋多四郎（高麗橋一丁目）

※大惣印のほかに「名古屋書林八本市」印，ひょ

うたんの印がある。

10-05キ2 大惣番号札原欠か 30銭

カツマモンダ 7

30052 勝間問答一～三 大1朕3冊

平田篤胤著

写本

※三巻末の記事に「文政五年二月朔日J，「また追

つぎてしるすJが「二月十五日」となっている。

上記書名は題策による。内題は「嘉津問答問

書著書」。『国書総目録』には「仙境異聞」とし

て載る。

8-86カ 1 ふ三拾九全三 50銭



一随筆（版本）ー

.... ：...イウキダン

30053 漫遊記談前篇乾・坤 半 1朕2冊

洗心山人黒崎貞孝至純著・自序，谷文晃ら画

文政9自序

書韓不明

※常陸・下野の地誌。『国書総目録』には「常陸

紀行」として載る。本文の巻頭・巻末に， ζの

2冊が「前編」の旨を記す。

5-83マ2 そ九百七拾三全弐 35銭

コタヤウセキワ

湖上 ウンヨ：... $' 

30054(1) 石話 雲根志 前篇ー・二上・二下

・三～五 半後篇・三篇と合1峡 6冊

木内小繁著・自序，葉蔑堂主人序

明和9自序，安永2序・刊

大坂高橋平助（心斎橋通南久宝寺町），京斎

藤圧兵衛，江戸前川六左衛門

※後・三篇については（2)(3）参照。

8-52ウ1 そ八百四十三

後篇・三篇共1円50銭

ウシヨシジ

30054(2）雲根志後篇ー上・一下・二・三上・

三下・四 半前篇・三篇と合1峡 6冊

木内小繁著，拙巣山人序 安ぷ9年
※刊記は前篇と同ーの板で「安永二年発行」にな

っている。

8-52ウ1 そ八百四十四共六

シヨコタセキワ

諸園 ウYコンジ

30054(3) 石話雲根志三篇一～六

半前篇後篇と合11快6冊

木内小繁著，宇治五十槻序，藤井元粛肢

享和元序・肢・刊

大坂高橋平助（心斎橋筋南久宝寺町）

8-52ウ1 そ八百四十五共六

30055 

冊
内

δ峡

人

判

地天
ナ話

ギ
品
切

れ
御

セU

表
生

れ
赤
先

カア

魯鈍粛（吉田正恭）著・自序・自殴

寛政2自序・刊

江戸遠州屋弥七（元飯田町中坂）・和泉屋吉

左衛門（麹町平川町二丁目）

※現在の配架番号は下の通りだが， 3冊lと貼られ

たラベルには fVI-21ーオ－ 1」。柱には「御

伽話初篇」。いわゆる「赤本」ではなく，博物

的随筆。

-7-

薬学01 そ六百五十番全三 50銭

ケツモウロタ（ケツタロタ｝

30056 結粍録上・中・下 半3冊
松岡玄達著，高峻序，岡元鳳践 宝副長・刊

江戸 須原屋茂兵衛（日本橋南ー町田），大坂

和泉屋文助（御池通六町目）

※早大の目録には「ケツモウロク」， 『国書総目

録』によると「ケツジロク」。 表紙に「仁二コ

三十六」および「全部三冊Jの札あり。上冊題

簸にのみ「結臨ノ録」と「ノ」が入る。

10-05ケ4 そ六百四十九全三冊 25銭

Fウドウヰヒツ

30057 桃洞遺筆第肇輯上・中・下・弐篇上・

中・下 大 1朕 6冊

小原桃洞（八三郎源良直）著，小原蘭峡編，近藤好

道序，本居大平序，盟路鶴堂画

（初篇）天保4序・刊，（弐篇）嘉永3刊

（初）和歌山帯屋伊兵衛（新通二丁目）・紹

田屋平右衛門（同三丁目） ・阪本屋喜一郎（問

中ノ島），（弐）和歌山阪本屋喜一郎（駿河町）

・阪本屋大二郎（湊昌平河岸），ほかに三都に2

軒ずつの発行書麗あるが省略

※ラベルは「VI-21ートー2」。弐篇は表紙改装。

薬学T12 乙弐百拾壱全三 70銭

ヰンザンキプン

30058 年山紀聞第一～第六 大 1朕 6冊

安藤為章（年山）著，／！；高戸昌秀宅8oa伊国軍司騒r・
橘経亮践 寛政11序，享和3践，文化元刊

京小川多左衛門・裟ヒ岐惣四郎・北村荘助・

林伊兵衛・小川五兵衛・能勢儀兵衛，江戸北

沢伊八・北沢孫七

※第六末尾の「園珠庵契沖阿閤梨行賓」なる文章

に，「元禄壬午正月十一日Jと記す。『年山打開』

を板行したもの。

4-22ネ1 乙百三拾四 6"0銭

，、チジ 7 ヲウムカシ，~ナシ

30059 八十翁鴎昔話 大1朕 1冊

新見侍左衛門（正朝政友入道）著・自序，東長戸

直序 天保8刊

江戸尚友堂（岡村屋庄助）

※奥書「原本初葉男題書名下記数言如左／新見老

人むかしむかし物語老人は享保の初八十余歳此

物語は寛延年間に記したる也」とあり。絵入り。

5-18ハ 1 乙三百O七仁コ 30銭



ー随筆（ 版本〕一

，マウサウマ Y包タ

30060 茅窟漫録上・下・飴集上・下

大1朕4冊

茅原定著・自序 文政12序，天保4刊
江戸岡田屋嘉七，大坂秋田屋太右衛門，京

菱屋孫兵衛・蕃屋宗八・升屋利助・山城屋佐

兵衛・金屋吉兵衛・橘屋嘉助

※彩色絵入り。各冊の構成について，題簸は上記

のように記すが，内容は上・中各1冊，下2冊。

5-18ホ1 乙百八拾弐・乙百八拾三 1円

セウカンザツキ

30061 消関雑記乾・坤 大2冊

一時軒（岡西）惟中著・自序，八日蓮寓和問，品料

鵬政 文政8刊

大阪 岡田種玉堂蔵板・河内屋儀助（心斎橋北

久太郎町），名古屋永楽屋藤四郎（本町），江

戸 大坂屋茂吉（日本橋砥石町），京吉野屋

仁兵衛（三傑通数屋町東江入町）

※延長8fljの『続無名抄』の改題本。

10~05 シ28 乙弐百五拾九全弐 30銭

イウエンズイヒツ

30062 幽遠随筆乾・坤 大1峡2冊

入江昌喜著・自序，丹曳序 安永3序・刊

大坂田原平兵衛（心斎橋塩町）

※後人の書入れ多し。乾冊表紙から第2丁にかけ

て焼けこげあり。「10-05ユ1」に同版の別本

あり。
10-05ユ lB 乙弐百七拾六 30銭

シュンタイザツワ

30063 駿塞雑話仁・義・礼・智・信大5冊

室鳩巣著・自序，藤原明遠序

享保17自序，寛延3序・刊

江戸崇文堂前川六左衛門（日本橋南二町目）
しゅんたいもんどう

※書名は，仁集5了オモテの「駿蓋問答」との振

仮名による。柱書は「巻之ー～巻之五」。

1-69ス3 こ百拾壱合五 60銭

テウセンモノガタリ

3Q064 朝鮮物語上・中・下 大1朕3冊

大河内茂左衛門尉源朝臣秀元著，弘巷陳人大雅序，

大河内造酒允秀連践 寛文12践，嘉永2序・刊

糸魚川藩 佐治信蔵版，大坂 近江屋茂兵衛

（松屋町），江戸和泉屋善兵衛（本町三丁目）

※内題は「大河内秀元陳中日記／朝鮮物語童話」。

刊記の「近江屋茂兵衛」は書込み。各冊表紙見

返しに落書多し。

5-13チ3 て六百六拾全三 30銭

ヒヤツカキカウデン

30065 百家崎行伝 5冊

所在不明。廃棄か。

40銭

タウサイセンセイズイヒ '7

30066 陶粛先生随筆 大1朕 1冊

趨陶粛（越養）著，村上恒巷編・践

文化7殿，文政9刊

京吉野屋仁兵衛，江戸前川六左衛門，大坂

河内屋長兵衛・河内屋佐助

$-43ト3 乙三百O四 20銭

ジヨコタキダ Y

諸国 トウイウア

30067(1) 音談東遊記一～五・後篇ー～五

半 11扶10冊

橘南諮子著，愚山松本慎序（正・後篇共同文の序），

関田子高援序（後篇） （正篇）寛政7年・刊，

（後篇）寛政7序（正篇の松本慎序と同板），同9刊

京 西村平八（正篇のみ）・蕃屋儀兵衛・田中

屋惣助・万屋九兵衛・秋田屋藤兵衛（以上正・

後篇共）・金屋宗助（後篇のみ），大坂塩屋平

助（正・後篇共）

※後篇第1・2・3・5冊巻頭に「小倉山房」な

る陰刻朱印あり。『西遊記」と同じ配架。峡lζ

は「東西遊記，東遊記1-10」とあり。（2）参照。

5-85ト7 つ弐百拾壱全五冊（正篇）

・つ弐百拾弐②（後篇）

（西遊記と合わせて） 1円50銭

ジヨコタキダン

諸園 セイイゥy
30067(2) 苛談西遊記ー～五・続篇ー～五

半11扶10冊

橘南諮子著，関田子蕎擦序（初篇・続篇共同文の序）

（初篇）寛政7刊，（続篇）同10刊

（初篇）京西村平八・万屋九兵衛・田中屋惣

助

（続篇）京秋田屋藤兵衛・万屋九兵衛・田中

屋惣助・蕃屋儀兵衛，大坂吉文字屋市左衛門

．藤屋弥兵衛・聾屋平助

※初篇第1・5冊に「胡月堂印」なる陰刻朱印，

および『近世貸本屋の研究』 （長友千代治氏）

に紹介された「大惣貸本関係印譜Jに見あたら

ない「大野屋Jの印がある。また初篇第1冊表
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紙には「地」「全五」と書かれた札が，続篇第

1冊表紙には「地」「寄」と書かれた札が貼ら

れている。『東遊記』と同じ配架。軟には「東

西遊記，西遊記11ー20」とあり。 (1）参照。

5-85ト7 つ弐百拾三初篇全五

（続篇）つ弐百拾四番全五冊

ナガザキヤワザウ

30068 長崎夜話州一～五

半1峡5冊を合綴1冊

西川正休著，釣沸j子序，西川正昌殿＜1719)

享保4序，同5践

京茨城多左衛門（六角通御幸町西入町）

※第1冊，見返しに「弐番」と書込み，表紙下部

「長崎夜話五巻」の札が貼られている。第1冊

のみ後補墨書題簸，第2～5冊は原題策。原5

冊を表紙とともに1冊に合綴している。

5-83ナ3 つ四十七番全五冊 30銭

ソライセンセイナルベジダン

30069 但係先生可成談上・中・下

半11朕3冊を合綴1冊

荻生但保著，大江漁人序 元文元序・刊

書韓不明

※奥付には「元文改元丙辰年冬十一月 皇都書

舗」とのみあって名を記さない。 30041に宝暦

協『南留別志』がある。乙の元文元版のほう

が内容が少量である。 「此書但係先生ノ著述ト

ハ偽ナランカ」等の落書移し。原題策と本文巻

頭は上記書名の如くだが，序・柱書・中・下冊

巻頭は「可成談」。「本正」の印，及び記名があ

る。また， 31027参照。

10-05カ4 そ六百四十九全三冊 20銭

ヲ ::r 11-9タサ

30070 鳴呼失草ー～五 半1朕5冊

目仲宣（田宮仲宣・東精子）著，田親戸’宅忠孝

林居主人序，左京錦里忍容斎序文化2序，同3刊

京著屋儀兵衛（三条通御幸町），江戸 露屋

喜右衛FH通油町），大坂河内屋太助蔵板（

斎橋通唐物町）

※末尾に「大坂書林森本文金堂蔵板目録」を付す。

享和3刊『東踊子』の続篇。

10ー05オ5 そ六百拾壱全五 25銭

-9-

ロスイカシダシ

30071 鷺水閑談ー～四 半4冊

三省軒鷺水（青木鷺水）著，福竹序，竹、洞山人肢，

「筆者洛腸中川湖竜子」 宝選7~6住，品
京広文館白木屋半右衛F~C三条通寺町北行嘗）

．博愛堂長演屋九郎右衛門（三条河原町東江入）

※各巻頭に「九皐堂」の印あり。

10ー05ロ1 そ六百弐拾六 25銭

カウシ7 ヨヒツ

30072 講 習 儀 筆 一 ～ 四 大4冊

藤原明遠深蔵著・自序，伊奈忠賢序延享4序・刊

江戸前川六左衛門（日本橋南二町目）

※第1冊の表紙iζ，題策・大惣番号札以外に朱書

の「経」， および墨書の「仁コ五十六」の札が

ある。第4冊見返しに「朝鮮伝来桃源丹」の広

告が付されている。

1-69コ11 や弐百三拾五全四 35銭

ケンサラへスマヒヅ ヱ

30073 拳舎角力園舎上・下 大2冊

義浪・吾雀著，童蒙吏序，吾雀序，義浪践，松好粛

画，桃渓校補，高蔵筆，銭格子画讃宅緊） <1809) 

文化5序，同6刊

江戸村田屋治郎兵衛（通油町），大坂 河内

屋太助（心斎橋通唐物町南）

8-64ケ1 乙九百三拾弐全弐 45銭

トハズガタリ

30074 とはすかたり 大1朕1冊
さねゆき

中井整番（胎範先生中井誠之）著・自序，中井積善

践 享保13序，寛政3践・刊

大坂敦賀屋六兵衛（心斎橋通順慶町）・盟屋

忠兵衛（心斎橋通北久太郎町）

※表紙に「随筆Jと朱書の小札あり。「胎範先生

略停」を附す。

1-84ト4 乙三百O三全 15銭

ヨコタメイギカウ

30075 諸園名義考上・下

大他2冊と合1朕2冊

粛藤彦麻呂著，本居意富比良序，龍田常道序

文化7序，同8刊

江戸柏屋忠七（下谷御成道）・英平吉（本石

町十軒店）

※天保14版2冊（ 5ー82シ4）と同l険。下巻末に

「高笈堂英遵蔵板目録」を附す。表紙に「居」

と書かれた八角形の札あり。

5-82シ5 ふ五拾七全弐冊 40銭
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キツサウチヤワ

30076 橘臆茶話上・中・下

大他3冊と合 11朕3冊

芳洲雨森東伯陽甫著，筏磨、道安道校・序（1786)

天明6序・刊

京斎藤庄兵衛（堀河綾小路下ノレ町），江戸前

川六左衛門（日本橋通三丁目），大坂高橋平

助（心斎橋筋南久宝寺町） ・同喜助（心斎橋筋

南久太郎町）蔵板

※同板の48441番の3冊と同｜除。 上冊の表紙に，

「Eコ千弐百十七」の札あり。

10-05キlB こ弐百弐拾弐 35銭

カウョ・＂＇ウロク

30077 好古小録 乾（金石／書書）・坤（雑考）

大2冊

藤原貞幹（無｛弗粛）著，橘経亮序 <1794) <1795) 

寛政6序・同7刊

京 林伊兵衛・小川多左衛門・西田荘兵衛・北

村荘助・鵠鶏惣四郎（文錦堂・柳枝軒・盈進堂

．瑠芳堂・竹萄棲）

8-49コ2 乙弐百五拾弐全二 25銭

カウコユチロタ

30078 好 古田 録乾・坤 (1796) 硝伊
藤原貞幹著，藤原資同序 寛政8序，同9刊

書障は30077『好古小録』に同じ

※原題策の上に墨書題震を後補（乾坤共）。

8-49コ3 大惣番号札剥落 50銭

カンザンヨロク

30079 閑散徐録乾・坤 大2冊

南川維遷土長著，窓水宅命表序， jヒ宅、活戸綾宅h3戸
文角践 明和7緒言，安永元序，同2序

書韓不明

※「乾・坤」は墨書後補題簸による。内題では

「巻之上・下」。乾冊見返しに，本書を宣伝す

る刷り物を貼る。大惣札の上に朱書「停」札あ

り。

1-69カ13 乙四拾六全弐冊 30銭

ホタエツセツプ

30080 北越雪譜 初篇上・中・下・二篇春・

夏・秋・冬 大11険7冊

鈴木牧之著，京山人百樹耐定序，京電離画 (l蜘

（初篇）天保6fF’引戸

（二篇）天保11序，同13刊

江戸丁子屋平兵衛（小伝馬町三丁目東側），

大坂河内屋茂兵衛（心斎橋博労町）・河内屋

喜兵衛（心斎橋通北久太郎町）＝二篇のみ

※落書き甚し。

5-83ホ2 さ百六拾九初篇三冊

－二篇の札判読不能 50銭

／ ノ ヤズイヒツ

30081 野乃舎随筆 大1峡1冊

大石千引著，知非斎のあるじ序，大石千常務）

文政3序・践

江戸耕文堂

※大惣札のわきに「随筆」（朱）札。

4-69ノ1 乙三百O五 15銭

ムサシ；，ぜナシ

30082 武蔵野話ー～四 大1朕4冊

鶴磯樵夫著・自序，本多槻序，忠告紀j願）

文化11序，同12自序・刊

江戸琢玉斎蔵板・須原屋茂兵衛（日本橋通一

丁目） ・須原屋伊八（下谷池之端仲町）

※第1冊表紙に「地」なる八角形の札あり。

5-83ム1 さ三拾七全四 65銭

ハタセキセシセイキジンロン

30083 白石先生鬼神論上・下 大2冊

新井白石著，芙蓉高校，天山橋戸 <1800) 

明和7免，寛政12.序．干リ

大坂藤屋弥兵衛（高麗橋通）．河内屋太助（

斎橋通）

※表紙に「口五十九」の札あり。上記書名は見返

しの内題による。原題簸は「鬼神論」。

1-29キ4 や弐百八十八 25銭

ナガサキプンケンロタ

30084 長崎聞見録長・崎・聞・見・録

（一～五） <17971'-1常ふF
康川狸著・自序 寛政9序，同12刊

京林伊兵衛・林喜兵衛・藤井孫兵衛，大坂

浅野弥兵衛・森本太助・岡田新治郎

5-83ナ2 さ七拾弐全五冊 30銭

マツノヤセンセイソウワ

30085 松屋先生護話初篇・二篇

大 1秩 2冊

高田源清文著，大田元貞才佐序，むら田の当桔fF'
藍庭林信序 文化11序

江戸須原屋茂兵衛・英屋平七・柏屋忠七，京

勝村治右衛門，大坂大野木市兵衛

※上記書名は見返しの内題による。他の箇所では
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「松屋叢話」。初篇表紙「居（墨）」「随筆（朱）」

札あり。瓢箪形朱印および「品夢羅」朱印あり。

4-47マ1 （初）と弐百五拾三

・同乙弐百五拾四 35銭

ゼシアンズイヒツ

30086 善庵随筆 （上）・下 4 寄る伊

朝川鼎著，不肖震践 嘉永2践，同3刊

京出雲寺文次郎（三条通升屋町）， 大坂河

内屋喜兵衛（心斎橋通北久太郎町），江戸 須

原屋茂兵衛（日本橋通ー了目） ・山城屋佐兵衛

（日本橋通二丁目） ・須原屋新兵衛（同） ・岡

田屋嘉七（芝神明前） ・須原屋伊八（浅草茅町

二丁目） ・英屋大助（本石町十軒店） ・和泉屋

金右衛門（横山町三丁目）

※「玉巌堂製本書目」を附す。

10ー05セ5 大惣番号札剥落 30銭

スイヨセウロタ

30087 睡鈴小録上・下 大l峡2冊

山白散人選，西村正邦序，立入常議伊

文化3序・践，同4刊

京西国庄三郎（六角数屋町西エ入）・中川藤

四郎（堀川六角下Jレ） ・中川新七（同）

※図入り。

5-18ス 1 乙弐百七拾九 1円50銭

チョウコヅロタ

30088 徴古園録

特大（28.5×21.8 cm) 1朕 1冊

長野美波留著，源恒悦序 文化8序

書躍不明

8-49チ1 大惣番号札剥落 1円50銭

シヤウコザウシパサミ

30089 尚古造紙挿上・下

難鳴舎蔵

※古図を集録。

大 1峡2冊

文政13刊

5-18シl 乙弐百六拾弐 80銭

コツトウシ7

30090 骨董集前編萱・武・弐篇乾・坤

大1朕 4冊

醒々老人（京句8蓄・自信14~~篇），杏園寺治序（前
篇）（前篇）文化10序，同11刊，（後篇）同12序・刊

大坂撞屋長兵衛（心斎橋筋伝馬町），江戸鶴

屋喜右衛門（通油町，仙鶴堂）

※第1冊裏見返しに「蓑笠雨談」広告（墨書）貼

付。

5-18コ1 乙百拾仁コ 1円50銭

ウタプクロセイ Tダン

30091 歌嚢井蛙談上・中・下 半 1峡3冊

潰頬蟹子百惹言満著 宝暦11刊

江戸須原茂兵衛（日本橋南一丁目） ・近江屋

源七（橋本町二丁目）

※各冊iと「京寺町通り菊屋長兵衛併光寺上

町」の印あるが，墨で塗抹。上冊表紙に「亡ゴ

百三十七jの札あり。

4-22ウ4 れ四十九番全三冊 20銭

ナンレイヰカウ

30092 南嶺遺稿一～四 大4冊

秋粛桂先生（多国義俊南嶺子）著，良芸之序，細谷

文卿校・践 宝暦7序・践・刊

大坂芳野屋十郎兵衛（高麗橋一丁目），京

芳野屋八郎兵衛（寺町通三傍上Jレ二丁目）

※第1冊表紙に「全部四冊」の小札あり。序の題

は「南嶺子遺稿序」。

10-05ナ7 乙百七拾六全四 20銭

ハケウュ

30093 梧坂教諭上・下 大2冊

晴湖荒井莞民著，海保尚賢順卿序，出井元’世悌三序，

大田元貞（錦城先生）附言，官山公憧序

文政7附言，同8序

江戸晴湖氏蔵版・山城屋佐兵衛（通二町目）

・山田屋佐助（両国康小路吉川町） ・若林清兵

衛（馬喰町三町田） ・和泉屋金右衛門（横山町

三町目）＝製本所

1-84コ2 乙弐百五拾六全弐 20銭

ウチユウモ ＂／f'7 

30094(1)雨中問答一～五 半 5冊

西村遠皇居行著・自序 安永5序，同7刊

大坂吉文字屋市兵衛（心斎橋南四町目），京

美濃屋治右衛門（堀川三条下Jレ町） ・銭屋善

兵衛（堀川四条上ル町）

※第1冊表紙に「全部五冊」の小札あり。同受入

番号，同配架番号に『雨中問答後篇』あり。

(2）参照。

1-84ウ1 そ六百O九後篇共25銭

ウチユウモンダ7

30094(2）雨中問答後篇一～五 大5冊

西村遠里著 安永10刊

京美濃屋治右衛門（堀川三条下ル町）・銭屋

-11ー
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善兵衛（堀川四条上Jレ町）

※正篇については（1）参照。

1-84ウ1 大惣番号札剥落

テイセイキダ Y

30095 提醒 紀談 巻ー～五 大5冊

山崎美成著・自序，佐竹永海面，関弘宅島）・校

嘉永3自序・刊

大阪河内屋喜兵衛（心斎橋筋北久太郎町）・

秋田屋太右衛門（心斎橋筋安堂寺町），江戸

岡田屋嘉七（芝神明前） ・山城屋佐兵衛（日本

橋通二丁目）・和泉屋金右衛門（横山町三丁目）

・英屋大助（本石町十軒店）・須原屋茂兵衛（日

本橋通一丁目） ・須原屋新兵衛（日本橋通二丁

目） ・須原屋佐助（日本橋通四丁目） ・須原屋

源助（神田通新石町） ・須原屋伊八（浅草茅町

二丁目）

※「文章堂蔵」印あり。第1冊裏表紙見返しに「武

江年表」の広告を貼付。

10ー05テ l 大惣番号札原欠 30銭

トウユウジ

30096 東臆子ー～五 半 5冊を合綴1冊

田明書萎・自序，馬田昌調弓，桐－江序 (1803) 

事記完住（桐江） ・自序， 再三：序（馬田）， 同3刊

大坂 山脇清五郎（山本町）．大野木市兵衛（

斎橋通）

10ー05ト14 そ六百十全五 30銭

チヤサウカンワ

30097 茶憲閲話ー～四

半 1朕？思芦合唱st4fffi
近松茂矩著，木村俊篤序 享和3序，同4刊

京吉田新兵衛｛三条通教屋町東へ入）・鉛屋

安兵衛（寺町通二傍下ノレ町）

※茶事に関する随筆。第1冊表紙に「茶を晴人必

見るへき書也」と記した小札あり。

8-63チ 9 そ拾七番全四冊 20銭

ユハノオチパ

30098 庭の 落葉 ー～五 電品伊
西村遠里著・自序 安永8序

京 美濃屋治郎右衛門（堀川三条下jレ町）・大

和屋嘉右衛門（堀川四条上ノレ町），大坂吉文

字屋市兵衛（心斎橋南四丁目），江戸同次郎

兵衛（日本橋通三丁目）

※第1冊表紙に「全五冊」の小札を貼る。各冊に

本の広告多し。

1-84ニ6 そ六百O八 30銭

カミヂノ
カ:I:! テピキグサ

30099 蕗手引草天・地・入

半 1朕3冊を合間9fffi
十寸薄耶馬蔓（増穂残口寂仲）著・自序享保4刊

大坂山本九右衛門（高麗橋二丁目）

※表紙に「天」の小札あり。「伊勢津山形屋忠七」

「尾府黄巻堂」など，他の本屋の印がある。

1-05テ1 大惣番号札剥落 20銭

異理アハセカガミ

30100 和理あはせ鏡 天・地・人

半1略ゐF
似切粛（増穂）残口著 享保4刊

江戸須原屋茂兵衛（日本橋南一丁目）

※「大坂長堀／白髪町／書林和泉屋佐市」の印が

ある。柱書「合鏡」。第1冊の表紙に「吉」と

小札あり。♂尾に，作者の歌三首がある。絵入

り。正徳6初版。

1ー05ア2 よ弐百三十五 20銭

ワガヤドグザ

30101 我宿草上・中・下 半 3冊

太田道濯著，橘潜夫序，学与粛践・需品2関ニ鵠）

享和2序，同3践

大坂和泉屋卯兵衛・江嶋屋圧六・藤屋孫兵衛

※上冊の表紙に「心得に成へき昔物語也太田道濯

之撰」と書いた大惣の札あり。

1-84ワ2 そ九百弐拾八全三 50銭

ダウサイズイヒツ

30102 道粛随筆上・中・下 大 1朕3冊

中文平（田中道粛和）著・自序，品F宏撰，常事戸

奇序，桃尚徳践 宝暦5序・践，同7刊

長漬屋九郎右衛門

※目録の題は「道粛先生随筆目録」。下冊末に「道

粛先生著作書目」を掲げ，「京富小路四条下町

書林秋田屋重兵衛発行」と記す。

4-04ト1 乙弐百弐拾三 20銭

ホンテウゾタゲンジ

30103 本 朝 俗 諺 志 ー ～ 五 半 1峡5冊

米山翁泊涼著・自序，東武書林池田二酉堂践 (1746)

延享3践

書韓不明

※柱書「俗諺志Jo第3冊に乱丁（目録が末尾に

ある）。内容は諸国の奇語。

5-83ホ5 つ拾三番全五冊弐番 30銭
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~ 9 ウゴト

しりうごと

上・中・下 半1映3冊

小説家大人著・自践，三園真並・穴栗田恒校，観雷

老漁序，源朝臣序

天保2序（観雷），同3序（源）

書購不明

※『国書総目録』によれば，刊行は天保3。原題

策「しりうこと」。序の題「後言」。「聖徳太子

平田篤胤を晋る」などの6話から成る。

4-20シ1 そ九百弐拾五全三 30銭

カウセイ

3附 室 ~t話会長前篇ー～四・
後篇ー～四 大 1峡8冊

梅華仙史橘春陣（橘南銘・宮川春嘩）著，橘春徳序，

官原長部序，橘春香践，橘芳諮校， (i~~罪言明829)
文政8序，同12刊

京菊屋源兵衛（烏丸魚棚下Jレ）・三木太郎右

衛門（寺町御池通下Jレ），大阪小万屋六兵衛

（御堂筋瓦町） ・河内屋長兵衛（心斎橋通博勢

町）・河内屋平七（心斎橋通久太良町）

10ー05ホ1 大惣番号札剥落 65銭

タワンゼシチョウ7タ

3附嬢蛍~i説話9 ー～五
大5冊

三傍茂佐彦（八十三翁長山孔寅）著，藤津南序，白

羽堂序，松川半山画，孔寅孫孔j恒常847) （脚

弘化4序，嘉永5干リ

大坂藤屋善七（高麗橋一町目）．秋田屋市兵

衛（心斎橋通南久太郎町）．秋田屋太右衛F~ C 
斎橋通安堂寺町），江戸須原屋茂兵衛（日本

橋通一丁目）．山崎屋清七（浅草福井町一町目）

※初版は嘉永元。

1-84ト7 こ百七拾全五 45銭

キンセイキジンデ Y

30107(1）近世崎人停一～五 大1映5冊

関田子高醸著，観驚道も議界原序，花顛三議界孝践

・画 天明 8題言・践，寛政2序・刊

京菱屋孫兵衛・林伊兵衛・長村太助・栗本喜

兵衛・野田儀兵衛・鯖鶏惣四郎

※同受入・配架番号に別l候で続篇あり。（2）参照。

再版本。

5-61キ3 大惣番号札原欠

（続篇共） 1円50銭

ゾタキ yセイキジンデシ

30107(2）績近世崎人停一～五 大 1秩5冊

関田子高醸著，花顛居士三宅暴デ序；1既浦宅寝r,
六如散納序 寛政5序，同9序，同10刊

京林伊兵衛・鱒鶏惣四郎・藤井孫兵衛・野田

儀兵衛・西田荘兵衛・梅村宗五郎

※正編も同番号で別l扶に入る。（1)参照。

5-61キ3 大惣番号札原欠

スキカへシ

30108 還寛紙料上・下 大 1秩2冊

柳亭種彦著，足薪翁序 文政9刊

京植村藤右衛門（堀川通悌光寺下 Jレ町），大

坂河内屋太助（心斎橋筋唐物町），江戸鶴

屋喜右衛門（通油町）・西村屋輿八（馬喰町武

丁目）

※柱書「すきかへし上巻（下巻）」。

5-18ス2 と弐百七拾九 1円
カ守キヤウロウ 7 ンピツ

30109 孝経棲漫筆一～四 大 1帳4冊

北山山本信有著，山本信錫序 嘉永3序・刊

江戸須原屋伊八（浅草茅町二丁目）

※末尾に三都の「発行書林」 12軒を記すが，略す。

見返し内題の右に「北山先生遺稿」と副書き。

5-18コ3 こ百九拾六全四0 55銭

ゲン Fウハ＇.）ゲン

30110 玄同放言一～三・弐篇ー～三

大1峡6冊

裳笠瀧津翁（馬琴）著，｛鵬F老人序 （附

（正篇）文政元序・刊， （弐篇）同3刊

京植村藤右衛門（堀川通高辻上Jレ町），江戸

鶴屋喜右衛門（常盤橋御門外本町筋通油町）

※弐篇の内容に対する評言の書込み甚し。

5-18ケ2 こ百三拾九番共三・こ百四拾番共三

1円

ムギコガシ

30111 牟蓄古雅志上・下

狂言堂如皐著・自践，竹樹園序

書皐不明

※凡例によれば，「上の巻は雅俗にか〉はらず年

代の古きと作者の珍らしきをあつめ序践のみを

抜出しぬ」，「下の巻の大概本書を透写して往古

質素の趣をあらはす」。

冊
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5-18ム1 乙弐百六拾三 75銭
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一随筆（版本）一

ジ Yチヨモシジ 7

30112 新著聞集室～六

著者未詳

書躍不明

※忠孝篇以下18巻より成る。

4-47シ13 こ百三十三全六冊 50銭

冊
）
刊

6
m
2
 

秩
α延

1

寛

大

ウサウカンワ

30113 雨窓開話 上・中・下 大 1秩3冊

松平定信著か，河田輿序，小林玉静践

嘉永3殴，同4序・刊

京勝村治右衛門（五燦寺町），大坂河内屋

喜兵衛（心斎橋北久太郎町）・河内屋茂兵衛（同

博勢町），江戸 了子屋平兵衛（大惇馬町）・和

泉屋吉兵衛（芝神明前）

※見返し内題右に「近古事蹟論評j, 左に「東都

書韓名山閣」。践によれば「弦書奮題自国川夜

話。惇以為築翁源公所作。」

5-63ウ1 こ弐百三拾六全三 30銭

7 ンクワタズイヒツ

30114 r勇畜随筆一～四 大 1朕4冊

木J換卿著・自序 嘉永2刊

京出雲寺文次郎（三傑通升屋町），大坂秋

田屋太右衛門（心斎橋通安堂寺町） ・敦賀屋九

兵衛（心斎橋南一丁目），江戸須原屋茂兵衛

（日本橋通一丁目） ・須原屋伊八（浅草茅町二

丁目）

10-05マ2 こ弐百八拾五全四 50銭

ニ 7ゼノキ

30115 烹来住乃言己前集乾・坤 大 1峡2冊

飯台裳笠翁（曲亭馬琴）著・自序，辰薦政之・琴嶺

輿緯・琴梧規矩・勝川春亭画，鵬粛亀田興序 8

文化6序，同8刊

大坂河内屋太助（心斎橋筋唐物町），江戸

前川六左衛門（日本橋新衛門町）・柏屋忠七（下

谷御成小路） ・柏屋半蔵（神田通鍋町）

※乾・坤各冊表紙に，目録を記した脇題簸を附す。

見返し内題のみ「二高是乃記前集」と題す。

5-18ニ 1 乙弐百五拾五全弐 40銭

ケイリン 7 ：；／ロタ

30116 桂林湯録 上冊・下冊 大 1秩2冊

桂川中良著，源忠道序，法眼甫周序，因是道人践，

柳河湧然水粛殿、 寛政12序・刊

江戸前川六左衛門・須原屋市兵衛・万屋太治

右衛門・堀野屋仁兵衛・山田屋長兵衛

※上冊表紙右上スミに「仁コ六十j札あり。

5-18ケ3 乙弐百八拾査 50銭

オキナグザ

30117 翁草一～五 大 1峡5冊

神津其鯛大人著・自序，池田東鑑主人校・践，自詳

序 嘉永4刊

京 田中屋次助，大坂藤屋善七・秋田屋太右

衛門・藤屋高三郎，江戸須原屋茂兵衛

※原題策には「其鯛翁草」。 30953に写本あり。落

書多く，第5冊見返しには「らくがきむよう／

だいそふかしま」とあり。『国書総月制によ

れば「安永五序」。版本としては天明 4年版が

先行する。

10ー05オ1 乙百六拾三 30銭

コンチヨモ :;1~7

30118 古今著聞集 半2峡20冊

橘成季著・自序 (1 54) ( 690 

建長6自序，元禄3開板，明和7刊

大坂柏原屋清右衛門（心斎橋筋順慶町）・河

内屋茂八（同）

※画入り。再版本。

4-30コ1 大惣番号札剥落 1円20銭

ミヤコドリカウ

30119 都鳥考 大 1秩1冊

角田川梅隠鞠塙居士著，葛阪卜都践 (181 ) 

文化11践，同12刊

江戸西村源六（本石町十軒店）・山城屋佐兵

衛（日本橋通二丁目）

※上記書名は巻頭内題による。墨書後補題策・柱

書は「みやこ烏考」。巻頭に「都鳥大考」なる

文あり。刊記に「梅屋鞠場j著作物の広告を付

す。「歌学」（朱）なる小札あり。

6-24ミ1 ふ三百五拾弐O全 35銭

エンカキダン

30120 煙霞締談ー～四 大 1峡4冊

西村白宅需）・自序，新井白蛾序：必自見正森序

明和7序（林ー自序）， 安永2序（新井） ・刊

大坂藤屋弥兵衛（高麗橋壷丁目・吉文字屋

市兵衛（心斎橋筋木挽町），江戸吉文字屋治

郎兵衛（日本橋南三丁目）

※西村・林は三河吉田の人。

10ー05エ1 あ四拾六番 30銭
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一随筆（版本），物

キンダイセ ジダン

30121 近代世事談一～五 半 5冊

菊岡泊涼著・自践（后序），松永接徳序

享保18序，同19刊

江戸西村源六（本町三丁目）・万屋清兵衛（日

本橋南一丁目）

※上記書名は原題簸による。各巻々頭内題は「本

朝世事談締J，柱書は「世事談J。践に日く「近

き世の事を談て絹を其ま〉に題競と

す而己」。

10ー05キ8 大惣番号札原欠 30銭

メイリヤウヨウハ y

30122 明良洪範一～二十五・続一～十五

大5秩40冊
刊年不明真田増春著，山崎直行校

都文堂蔵版

※大惣番号は第1冊に「乙百萱番初篇五冊」， 第

6冊に「乙百弐番弐篇五冊」，以下5冊毎の表

紙に附され，績篇第11冊の「乙百八番八篇五冊J
まで八つある。内容は人物伝記。

5-63メ 5 ※参照 5円70銭

カンサイヒツキ

30123 閑際筆記ー～七 大1映7冊

伊嵩子藤先生著，門人稲葉氏校，黙々軒序

正徳5序・刊

大坂柏屋清右衛門（心斎橋筋）・敦賀屋九兵

衛（同）・毛利回圧太郎（北御堂前），京伏見

屋藤右衛門

10-05カ14 こ百弐拾六全七 30銭

シ7 ギワシヨ

30124 集義和書萱～十六 大16冊

熊沢蕃山著

書韓・刊年不明

※第3冊のみ写本，他は版本。第1・2冊見返し

に，蕃山の他の著述を書込む。

1-81シ2 や弐百O査 50銭

シ7ギグワイジヨ

30125 集義外書ー～五

（削簡ー・二・脱論ー・二・三） 大 5冊

熊沢蕃山著，書韓小山知常序

宝永6初刊，寛政3再刊

京 森島吉兵衛（三候通烏丸東ぇ入Jレ町）・河南

喜兵衛（堀川通梯光寺下ル町），江戸須原屋

さ丘一一ロロ

茂兵衛（日本橋通萱町田） ・大野木市兵衛（心

斎橋安堂寺町）

※内容はー（削簡一～三），二（脱論ー～四），三

（脱論五～七），四（中庸九経考・窮理上・中

・下），五（雅楽解・水上解）で， 題簸とずれ

がある。了附から見て，原体裁16冊を5冊に合

綴したか。第1冊表紙に「仁コ百七十九」小札。

1-81シ1 や弐百O弐合五 20銭

物 韮一一

カモノチヤウメイ ν キモノガ~ 9 

30126 鴨長明四季物語春・夏・秋・冬

半1秩4冊

鴨長明著・自序 貞享3刊

江戸藤本兵左衛門（日本橋青物町）

※末尾に「桑門蓮胤」の識語あり。春冊表紙 iζ

「言」なる札あり。

4-30シ1 大惣番号札原欠 60銭

包ヤタモノガ声明

30127 百物語 上・下

著者未詳，工武藤氏写

冊
｝
刊

2
脚

2

秩
α治

1

万

大

京松長伊右衛門

※上冊表紙lζ 「諒世説雑話四冊ト同板序斗改J
の小札あり。原題禁に「全弐冊10いろいろを

かしきはなしをあつむ」と墨で書込み。

10-05ヒ2 乙弐百八拾三 50銭

下

精

上

町玉

川
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明
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物
政

戸
何
五海

8

了

ロ

沢

qo
占
Hμ

大2冊を合綴1冊

寛文7刊

田中文内

※見返しに「天地寓物之古事来歴其外見聞之事実

を問答ニ而書し筆記也」と墨書。墨書後補題策

は「麓なにものかたり」。「熊沢了海の作」「千

弐十八」と記した小札あり。

10ー05ナ 2 や弐百六拾壱 40銭

タハケモノガタリ

30129 白療物語上・下

石川雅望（六々園）著，恭菊河三千序

江戸西村屋輿八（馬喰町或丁目）

※画入り。

半1峡2冊

文政11刊

4-25シ8 大惣番号札剥落 30銭
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一物

ジミ ノス ミカモノガタリ

30130 しみのすみか物語上・下

半 11快2冊

石川雅望（五老山人）著・自序，大部調序，朝団保

清践 享和2序，文化2刊

名古屋永楽屋東四郎（玉屋町），大坂 河内

屋太助（唐物町），江戸寓屋太次右衛門（山

下町）

※下冊に永楽屋の目録あり。

4-25シ4 れ弐百弐十九 50銭

タセモノガタリ

30131 く せものかたり上・下半1峡2冊

上田秋成著・自序，森川竹窓序（秋成宛書簡）

文政5刊

京近江屋治助，江戸前川六左衛門，大坂

河内屋茂兵衛・同平七・今津屋辰三郎

※内題・柱書は「病癖談」。

4-30ク2 れ弐百三拾壱全二 30銭

キヨミヅモノガタり

30132 清水物語

著者未詳

書韓不明

※表紙に「教」 「千弐十三」と書いた小札を附す。

後補墨書題築は「罰清水物語全」とある。内

容は上下2段にわかれ，原体裁は上下2分冊だ

冊
）
刊

1
3日

朕ハ
u
永

1

寛

大

っTこらしい。

4-40キ3 け六百拾六 50銭

ゲYチユウワゴセウ

30133 原忠和語抄 大1峡1冊

吉田守永著・自序 宝永7序，正徳3刊

江戸須原屋茂兵衛（日本橋南一町目）

※「教」（朱），「四百四十二」（墨）の小札あり。

忠孝を説いた書。

1-84ケ3 け六百拾七 15銭

チヤウーメイヤウジヤウキ

30134 長命養生記 大 11快1冊

長谷川柳安著・自序 寛保3序・刊

京 富春堂金屋治助（二条通富小路西江入町）

7-02チ13 け三百四拾回全 20銭

ゾ タ ツ レ ヅレグサ

30135 績つ れつ れ 草上・下

清水春流著，中村氏道寿践

冊
）
刊

2
m
日

大

α文寛

京中村氏道寿

※上記書名は上冊原題震による。下冊原題策「績

語一

徒然草」。 上冊題震の書込みおよび各巻頭内題

は「睡飴操筆」。上150段，下149段より成る。

10-05ソ1 大惣番号札剥落 55銭

ヤマトセイメイ

30136 大和西銘 大 1峡1冊

熊沢蕃山著 慶安3刊

書庫不明

※「教（朱）」「教（墨）」「亡コ六十四番」の札を

表紙に附す。教訓書。

1-84ヤ2 け六百拾三 10銭

ゲンペイジ7 ヰ

30137 源 平 拾 遺 上 ・ 下 大1峡2冊

藤井松粛大人（藤井高尚）著，篠崎弼殿，ぷ戸徳四

郎源徳序 天保7践・刊

大坂浅井吉兵衛（心斎橋通南本町）・鷲頭辰

三郎（江戸堀犬斎橋北詰） ・岡田儀助（心斎橋

通安土町），京城戸市右衛門（寺町蛸薬師下

Jレ） ・前川市兵衛（寺町通五傍上ノレ），江戸

北津伊八（浅草茅町二了目）

5-06ケ 1 て五百拾弐全弐 25銭

ゲンダモノガタリテイエウ

30138 源氏物語提要巻之ー～巻之六

半 11快6冊

（今Jll)上総介範政著 永享4成

写本

4-30ケ10 れ百三十七 50銭

スハエンギモノガタ P

30139 諏訪縁起物語 大1常ふF
著者未詳 寛永2写

写本

※本文に朱で振仮名を施す。巻末に和歌数首。受

入目録では「古物語書本」。やまと綴。

4-40ス2 大惣番号札剥落 30銭

イセモノガタリ
伊勢 ムカジヲトヨイマヤウスガタ

物語昔男時世赦

一之巻～五之巻 半 1問ifffi
也来著・自序 享保16刊

江戸小川彦九郎，大坂瀬戸物屋停兵衛，京

著屋停兵衛

※絵入り。「書林含霊軒蔵板目録」あり。

4-30ム1 大惣番号札剥落 50銭

30140 

n
h
M
 



一物

ゲ Y タモタロタ

30141 源氏もくろく乾・坤

特大（26.6×20.2cm) 1秩2冊

花山院長親著か

写本

※上記書名は内題による。墨書題簸は「源氏目録

一名源氏小鏡」と記す。

4-30ケ2 な五百四拾八全部弐冊 50銭

30142 

著者未詳

タ フユ ゲYタソデカガミ

十 二 源 氏袖鏡一～十二大1帳12冊

明暦2刊

京中野道也

※上記書名は原題策による。内題は全冊とも「源

氏大略」。

4-30シ5 ふ五百拾弐全拾弐 1円

セイゴオクダ Y

30143 勢語 臆断 一～五 大1峡 5冊

契沖著，閑田庫高践序，田山敬儀序 享和3刊

京吉田四郎右衛門・吉田屋新兵衛

4-30セ1 ふ五百拾九番 75銭

ナルトチユウグヤウモノガFリ

30144 鳴門中将物語

岸本由豆流注

寓笈堂

※巻頭に「鳴門中将物語考謹（提要）」あり。本

文には頭注を附す。巻末に「和書部寓笈堂英

遵蔵板目録」あり。

4-30ナ2 大惣番号札剥落 10銭

冊
）
成

l
u
u
 

帳

u化
1

文

大

カラモノガタリ

30145 唐ものかたり本・末 大1朕2冊

橘千蔭序，賀茂季鷹校・序，雀山畑維龍践

文化3序（橘）， 同5序（賀茂） ・践， 同6刊

京恵比須屋市右衛門（錦小路通室町西江入北

側中程）

※見返しに貸本屋による書込みあり。 「乙の書は

もろ乙しの故事ともを，左園史、漢説苑新序世説

なとの中よりとり出して，我国の故事のことく

におもしろくかきたるものかたり也，作者西行

上人といへり，清水大人和漢の書を引用して標

注をくはへたり」。「本」冊末K，文化8の「香

樹」なる人の書込みあり。表紙に「居」「仁コ

百八十六」の小札あり。

4-30カ3 ふ五百六拾七 30銭

語

オチタポモノガタリ

30146 落くほ物がたり ーノ上・ーノ下・

二ノ上・二ノ下・三・四 大 1峡6冊

著者未詳，難波人みなもとの秋成序 寛~19itu
京額田正三郎，大坂葛城長兵衛，江戸須

原茂兵衛・西村源七・西村宗七

※上記書名は第1冊題策による。他に「落窪物

語」「窪説話」などと，様々な表記をとる。

4-30オ2 ふ五百拾六全六 80銭

ゲンジカウモタ

30147 源氏綱目一～九

一華堂切臨（和田以税）著・自序

書韓・刊年不明

半 1峡 9冊

万治2序

※序文に日く「今まきまきをわかちてその中の事

ども残らずしるし又連歌に用へき詞と寄とを書

くはへ侍り」。絵入り。

4-30ケ3 れ百六十回全九 1円

ウ ヂシ7ヰモノガタり・

30148 宇治拾遺物語惣目録・一～十五

半2帳16冊

万治2刊源隆園著

京林和泉接（今出川）

4-30ウ1 大惣番号札剥落 1円50銭

ナスジ7キモノガタ リ

30149 那須拾遺物語一～五

野州都須郡湯津上邑木曽武元著・自序

写本

※那須の地誌。旧蔵者「本伊」「文華堂」の印あ

冊
）
序

5
m
m
 

峡
げ
保

1
－字

大

り。

5-15ナ 1 き百七拾番 60銭

ヤマトモノガtz9セウ

30150 大和物語抄 風・賦・比・貞・雅・頒

大 1秩6冊

拾穂、（北村季吟）著・自践，源杏億序

承応元践，同2刊

京中野小左衛門

※別名「大和物語拾穂抄」。原題策に墨で「一～

六」と書込み。

4-30ヤ4 ふ五百弐拾番 70銭

イ セ号ノガタリシンシヤク

30151 伊勢物語新釈一～六

大1秩6冊

藤井高尚著，渡辺重豊序，源春野践

文化9凡例，同12.序，文政元刊

奴亘能舎蔵板，京吉田四郎右衛門・植村藤右
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一物

衛門・小川武右衛門・城戸市右衛門，江戸和

泉屋庄次郎，大坂河内屋儀助

4-30イ8 ふ五百拾八全六 1円50銭

セングウモノガタリ

30152 遷宮物語一～三 大！拡i3冊

荒木田経雅著・自序，本居宣長序 寛政2自序

名古屋永楽屋東四郎（本町七丁目）

※内題・柱書は「寛政迂宮物語」。

1-04カ10 や七百六拾壱 40銭

ゲンジモノガタリ

30153 源氏物語 ※参照

紫式部著，山氏（山本）春正殿

整版本，書韓不明

※「きりっぽ」から「夢のうきはし」まで54帖と

「山路の露J.「源氏引寄」・「源氏自案上・中・

下」。 題策および天にー～五十九と番号をふる。

絵入り。殆どの巻の絵に極彩色を施してある。

下記大惣番号は「きりっぽ」の表紙のもので，

「源氏引寄」表紙には「ふ五百九番全一冊Jと

ある。「夢のうきはし」巻末に「写本云，抑此

本者以後崇光院震翰桃花入道殿下被再治候者也

尤以為謹本者也惣而八種異本在候永正元稔

七月日 台嶺末学権僧正在判」とあり，つづい

て刊行者山氏春正の践文がある。 「きりっぽ」

の見返しに大惣による書込みあり，源氏関連書

を挙げている。

貴4ー30ケ 4 ふ五百萱全五拾九冊 20円

冊
）
践

5
m
w
3
 

朕

α安
7

慶

大

ゲンジモノガタりコゲツセウ

30154 源氏物語湖月抄 ー（きりっぽ）～

五十五（夢のうきはし）・系圏・発端・

表白・年立上下 大 5常総F
北村季吟著・自践 延宝元敏

京林和泉・村上勘兵衛・八尾甚四郎・村上勘

左衛門

※下記大惣番号は「発端」のもの。「表白」には

「ふ五百拾番全壱冊」。「系園」の大惣番号札は

剥落。「年立」には「う」の小札あり。

4-30ケ 7 ふ五百全五拾六冊 6円50銭

アマヨモノガタリダミ コ ト

30155 雨夜物語たみことは上・下

大1朕2冊

藤原宇万伎著・自序（明部）），上田秋成序（.~！~~~））
安永6刊

京 出雲寺文治郎・風月圧左衛門・吉田四郎右

盟
問

衛門・梅村三郎兵衛

※源氏物語の「雨夜の品定め」の部分の注釈書。

表紙に「居」の札あり。

4-30ア1 ふ五百六拾三 35銭

タマノ ヲグジ

30156(1)玉の小櫛一～九

本居室長著，藤井高尚序

須受能耶蔵板

※上記書名は原題簸による。内題「源氏物語玉の

大（2）と合1峡9冊

寛政11刊

小櫛」。補遺は（2）参照。

4-30ケ 9 ふ弐拾壱全九（2）共1円

fl.＇？ ノヲグジホヰ

30156(2） 玉 の 小 櫛 補 遺 上 ・ 下

大（1）と合1峡2冊

鈴木眼著・自践，酔月園森嘉基序 (1820) 

文政3刊，同4序

尾張波奈例屋蔵板

※（1)の「玉の小櫛J参照。内題は「源氏物語玉の

小櫛補遺J。
4-30ケ 9 大惣番号札原欠

セイゴミセウ

30157 勢語御抄 乾・坤

著者未詳

写本

※「明暦元年八月廿九日 一部御講談畢」と本文

冊
）
成

2
m一元

帳
川
町
暦

1

明

大

末にあり。

4-30セ3 ふ五百九拾壱全弐 35銭

シンチユウェイリ
新註 イセモJ~~ 9カイセイ

30158 繕入 伊勢物語改成上・中・下

大 1帳3冊を合警ふF
著者未詳 元禄11刊

江戸井筒屋忠左衛門（芝神明前），京大文

字屋七郎兵衛（押小路橘町）

※上冊は後補題策で角書なし。柱書「源氏寄仙繕

抄伊勢物語改成」。合綴の際に，中巻と下巻

の順序を間違えている。

4-30イ5 大惣番号札剥落 10銭

30159 

fl.＇？ ゴト

玉琴ー・二 大1峡伊
細井貞雄著・自序 文化12刊

詞花堂蔵板，江戸西宮禰兵衛（中橋広小路）

※巻頭の内題「空物語玉琴」。「居」小札あり。

4-30タ6 ふ五百六拾六全弐 20銭
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一物語，雑書（甲）ー

ツタジプ＊モ／ .，，~ y 

30160 竺志船物語上・下 大 1秩2冊

織錦平春海著，松屋源輿清芳註，星池秦其馨序

文化11序・刊

江戸須原屋茂兵衛，京勝村治右衛門，大坂

大野木市兵衛

※原題策「竺志船物語芳註」。上記書名は見返し

の内題による。

4-30ツ2 ふ五百六拾五全弐 30銭

ヤ マ トモノガタリ

30161 やまと物語上・下 冊
）
刊

2
側一
T
A

帳

α安
1

慶

大

京村上平楽寺（二傑通玉屋町）

※見返しに「油売人宣彦」と書込みあり。

4-30ヤ2 大惣番号札剥落 30銭

お金イセ毛／ 'l/~9

30162 J¥伊勢物語 上・下

大1秩2冊を合綴1冊

寛文2刊

書購不明

※柱書「伊勢」または「いせ」。

4-30イ4 ふ五百八拾弐 10銭

エイグワ号ノガタリエセウ

30163 楽花物語画齢、

著者・成立年不明

写本

大1峡 1冊

8-44エ40 さ千百五拾壱 10銭

雑 書（甲）

ザウノミツギ

30164 象のみつき 半 1冊

中村平五（三近子）著・画 享保14刊

京 並川甚三郎（仏光寺下ノレ町） ・木村市郎兵

衛，江戸植村藤三郎（本石町三町目十軒店），

大坂安井嘉兵衛（心斎橋筋淡路町角）

※初了，第6・13丁に挿絵あり。象に関する随筆。

大惣番号札の下に旧い番号札あり。

6-24ソ2 そ千三拾全壱 30銭

30165 二火一得 半 l峡 1冊

湛蒲先生（鳥海広通）著・自序，星野龍序，山崎探

玄・菅野道賢・男事之蹟李輯校寛保元序，同3刊

江戸文薗堂浅倉屋久兵衛（浅州東仲町）

※易学にもとづく医書。表紙に「醤」（朱）の小

札あり。

8-'-82ニ1 た七拾九番 10銭

30166 新錆詩牌譜上・中・下半1峡3冊

王良枢慎卿編・序・践，岡属援之序，広沢細井知慎

解・序，雲桐石撲序，秩山重固定恭校・践

享保5序・肢，同15刊

江戸柳枝軒小川彦九郎（日本橋南二町目）

※離工は関口甚四郎（英玉斎）。本書中冊は巻下，

下冊は践・附録から成る。作詩参考書。

8-64シ7 よ七十七全三 30銭

プンプケイヰベン ・ガゾタケイキベン

30167 文武淫滑耕（乾）・雅俗淫滑鉾（坤）

半1秩2冊

源清風（広瀬蓋山）著，松崎様堂序（文武），近藤

迂践（両淫滑排） 寛政9践・刊

書韓不明

※文武iζ関する教育書。乾冊表紙に「中百十九」

なる小札あり。

1-84ケ2 よ九十九共弐 20銭

ヂシ Yカウ

30168 地震考 半1冊

濡山先生著，東隣葬主人補，車堂岸岱序，三繊主人

践 文政13序・肢

京粛政館都講小嶋氏蔵板

※画入り。

6-28チ1 よ千八拾弐 15銭

イモンスチ
署門オランダゴハ7カイ

30169 須知和蘭語法解ー～二

（上・中・下） 半 1秩3冊

普山藤林訳，堤磁桂樹（上・中）・仲環環中（下）・

宮武文明卿（上・中・下）参定，長友義雅楽（上・下）

・仲環環中（中）校正，小森啓玄良序，買川弊子~序，
堤磁桂樹弓馬場佐十郎序 ） 

文化9（堤・馬場）序，同12（小森・広JI［）序・刊

京天王寺屋市郎兵衛（寺町通五条西橋詰），江

戸須原屋伊八（下谷、池端仲町），大坂河内屋

喜兵衛（北久太郎町心斎橋北）

※3冊とも表紙に「康蔵書」と墨書，題策に「高

木蔵書」の朱印。

4-81オ1 よ八拾八全三 30銭
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タウザYセ ンタ

30170 湯山千句上・下
横（14.1×19.1cm) 11快2冊

景徐周麟・寿春妙永作，周麟践 (1500) 

明応9殿，寛永7刊

書韓不明

※上記書名は内題による。墨書題祭と序題は「湯

山聯句乾（坤）」。「湯山聯句」の抄物である。

乾冊表紙に「蔵」の字あり。旧蔵者印あれど判

読不能。

4-07ト10 大惣番号札剥落 20銭

タウオ y
昆玉 jf ゾ タ ゴ ル イ

30171 善 雅 俗語類巻ー～五

半1秩5冊を合緩1冊

冠山岡属援之編，西演樟賠大潮序，宅護持崎警護｝．

観山松宮俊の校 享保10序，同11刊

出雲寺和泉援（京三条通升屋町，江戸日本

橋南一丁目）

※旧蔵者印多数。

4-83トl 大惣番号札剥落 25銭

主i:;: ゲンペイケイヅ

30172 巌源平系闇

書捧・刊年不明

※表紙lζ 「口百六十七」の小札あり。「津」朱印

あり。

大1峡 1冊

5-64ケ1 や千十二番 30銭

主主手 ゾウホ ワカ Yメイスウ

30173(1）議増補 和 漢 名 数 上 ・ 下

半（2)(3）と合1峡2冊

員原篤信編・自序元禄2序，同5刊，明和2再板

書皐不明

※序題・目録題・本文巻頭・巻末は「和漢名数」。

刊記「平安書韓 版行」とあって書韓名を削

る。

4-85ワ2 そ五百六十弐全弐冊（2)(3）共45銭

ゾクワカ Yメイスウ

30173(2）績和漢名数上・中・下

半(1)(3）と合1帳3冊

貝原篤信編，竹洞野節む2) （飢

元禄5序，同8刊，享保6再板

京柳枝軒茨城多左衛門蔵版（六角御幸町）

※上記書捧は再板のもの。元禄8の刊記には「平

安書林水谷小兵衛長尾藤兵衛全梓」。

4-85ワ2 そ五百六十三全三冊

書（甲）ー

ジ Yカウ
主主手 シ7 ヰ ワカンメイスウ

30173(3）巌拾遺和漢名数上・下

半（1)(2）と合1秩2冊

竹田春番編，牒元軌仲式甫序享保4刊，天明 7序

京石田治兵衛（一条大宮西へ入町）

※柱書「文類名敷」。刊年は刊記のまま。

4-85ワ2 そ五百六十五全弐

ワカン
者1 プケメイスウ

30174 渓武家名数ー～五

紳田白龍子編・自序

冊

刊

F
D

・

秩
）
序

1
n
6
 

半

α徳正

京川勝五郎右衛門（五条橋通高倉西ヱ入町），

江戸舛屋五郎右衛門（日本橋通童町目）

※書名は第1冊見返しによる。題策は「喜和漢武

家名数J，第1冊内題は「倭漢武家名数」。第5

冊末，白龍編著作目録あり。及び「菊屋七郎兵

衛（京都寺町泰原上ル町西側）板」とある刷り

物を付し，裏表紙が欠落。

4-85ワ1 そ五百五拾九0 50銭

-ft Yテイジ7

30175 釜蹄集上・下

中根元圭序

冊

刊

円

4

・

峡
）
序

1
郎

8

半

α禄元

京梅都璃白

※上冊表紙に「口百三番」の小札あり。読書の法，

虚字の解，字音による訓の別，反切などをしる

す。

4-04セ6 よ百O三番全弐 15銭

シヨカンゲンカイ

30176 書翰諺解上・中・下（柱書による）

半1秩3冊を合綴1冊

編者未詳 延宝8刊

ネ久生五郎左衛門・文台屋次郎兵衛蔵板

※表紙には「仁コ三十六」の札あり。原題簸には

「巻之－Jと刷られている。上記書名は原題震

による。上巻内題および柱書は「尺臆諺解」。

4-04セ 9 大惣番号札剥落 15銭

ニホ Yジヤクミヤウ

30177 日本懇名上・中・下半l峡3冊

貝原篤信著・自序，松下見林序

元禄12序・自序，同13刊

京梅福軒蔵板・上嶋瀬平・長尾平兵衛

※表紙右下lζ小札「全三冊」あり。上冊裏表紙改

装。貸本屋による書名の列挙が下冊の表裏の両

見返しにある。和語を23門に分けて語義をとく。

4-85ニ 8 そ五百六十八全三冊 35銭
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ザウカ y

室長 老イサタフキヤウ

30178 轟星稜答響 半 l秩1冊

月心・洪致中等著 享保4刊

京茨城多左衛門（六角通御幸町西江入町）

※巻土・巻下からなる。了附からみて合綴か。享

保4朝鮮使節来聴の折，月心なる人物と使節た

ちとが唱和した詩を集めたもの。表紙に「来」

（墨）の小札あり。見返し内題の右に「享保己

亥韓使来鴨唱和」とある。

4-02セ12 そ千六拾八全 10銭

30179 親族正名 半 11快1冊

太宰純（春台）著・自序，山県手、少助序

享保10自序・序

江戸春輝堂

2-03シ11 そ五百八十三 10銭

トウパプツルイザウカンシ

30180 東披物類相感志 半 1峡1冊

宋蘇輯著 元関）「原板」，文｛1~0~ 「再板」
江戸須原屋平助，京須原屋平左衛門

※内題「物類相感志」。 もと附属図書館にあった

時の配架番号は「6-21フ5」。

薬BlO そ千四拾弐全 10銭

テウセンタワ yジヨタカウ

30181 朝 鮮 官 職考 半 11快1冊

伊藤東涯考訂，林文進記，林景沼序

正徳元序，宝暦13刊

京 文泉堂林権兵衛（相之町通御池上ノレ町）

5-46チ 1 そ千七拾壱全 10銭

リウキウジンギヤウレツタイゼン

30182(1）琉球人行列大全

半1峡（2)(3）と合綴1冊

鉾装堂編・序 寛延元序・刊

京阿南四郎右衛門（堀川通悌光寺下ル町）

日野屋半兵衛（同町）

※（2）同書の再版本・（3）琉球人行列記と合綴。上記

書名は柱書による。合緩の表紙lとは「琉球人大

行列記／来朝新板絵入」の原題簸と内容を記し

た脇題簸があるが，乙れが（1)～（3）のいずれのも

のか不明。

5-13リ:Vそ千三拾回全（2)(3）共10銭

＼～ー／／

Pウキウジンギヤウレツタイゼン

30182(2） 琉 球 人 行列大全

半 11快(1)(3）と合緩1冊

書（甲）ー

寛政8~· 刊，文イt3 主板
江戸須原屋茂兵衛（日本橋）， 大坂塩屋喜

助（心斎橋筋），名古屋湖月堂茂三郎（本町），

京叶屋喜太郎（縄手古門前），伏見 升屋勘

兵衛（伯誓町），京松坂屋儀兵衛（松原寺町）

※(1）と同じ板であるが，序を「子時寛政八年辰歳

／洛陽華誘斎Jと改刻し，刊記（終了）をと

りかえている。終了に記した来朝の事歴には文

化3まで見え，本書は周年の再版本と思われる。

5-13リ3

Pウキウジンギヤウレツキ

30182(3）琉球人行列記半1秩(1)(2）と合緩l冊

無名子序 天保3「刊刻J，嘉永3序・「刊」

「板元津嶋堂」，名古屋菱屋藤兵衛（本町），

伏見小倉屋源三郎（豊後橋町）・亀屋半兵衛

（大坂町），京 菱屋弥兵衛（寺町通錦小路上

jレ）

※書名は朱刷りの扉による。表紙に「嘉永三成十

月来朝」と墨書した小札あり。

5-13リ3

テウセシジンダイギヤウレツキ

30183 朝鮮人大行列記

半他1冊と合1峡1冊延事5刊

京菊屋七郎兵衛（寺町松原上Jレ町）

※原題策「（旗印の中に）清道／朝鮮人大行列記

大全／延享五辰年新板ゑ入」， 巻頭には「朝鮮人来朝

物語」とある。 33405「朝鮮人大行列記」（宝

長除）と合帳。 33405参照。書障の編か。扉

に目録を切り貼りする。後半，絵の部分は補修

あとあり，別本の合綴か。

5-13チ 1 そ千三拾三全 10銭

チユウタワレキダイキリヤタ

30184 中華歴代紀略 上・中・下

大 1秩3冊

向陽林子著 慶安3践，寛文元刊

京衣店冨春堂

※第1冊表紙に「全三冊」，「仁ゴ三百六十二」と

記した小札あり。第1冊裏表紙上部に「中華歴

代」と記した小札あり。

5-41チ 1 や五百六十七 15銭

ヤマトシチクジヤウ

30185 山迩七字城本・末 半 1峡2冊

林史編・自序，裡尚寵主人恭粛践 (1665) (1684) 

寛文5序，貞享元践
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一雑’ 書（甲）ー

京松本屋大角清兵衛（五燦醒井通）

※七言聯句七巻をおさめる。見返しに聯句作者に

ついて墨書する。柱書と本冊末は「七字城」。

本冊表紙に「仁コ百三十三」の札あり。

4-07サ 7 そ九百五拾壱全三 10銭

オランダサンプツヅカウ

30186 和蘭産物園考一～三 半3冊

藤元良著・自践， 熊尚之序（寛政10），秋里簸島序

（同 9) 寛政10刊

京林権兵衛（寺町通二候下Jレ町）

※画入り。 5巻より成る。刊記右に「法橋西村中

和」と記す。『国書総目録』によれば，「西村中

和画」。

6-29オ1 つ百弐拾三全三 35銭

タイセイヨ チ＇；／セツ

30187 泰西輿地園説

天・地・日・月・星・辰 半 1帳6冊

朽木昌綱（竜橋）著，鳩谷孔平信敏序

天明 9序，寛政元刊

江戸松本善兵衛（日本橋通二町目）

※「泰西輿地圃説」は見返しの内題と原題簸によ

る。巻頭の内題と柱書は「泰西圏説」。刊記に，

書揮の名と並べて「大惇馬町三丁目 彫工朝倉

甚助」とある。「辰」冊は地図。

5-88タ2 つ百拾壱全六冊 50銭

ポタミンチユウコ夕方イ

30188 牧 民忠告解上・下 半2冊

樋口好古撰・自序，杉浦邦古校・践，大家長幹序，

彰嫡序 天明 5自序，同6序・践

書庫不明

※上冊表紙右上スミに「口九十日」の札が貼られ

ている。題簸右横に「経」（朱）の小札が貼ら

れている。本文巻頭にいわく， 「此書ハ。元ノ

西蓋中丞張養浩。字ハ希孟トイヘノレ人。郡！蘇ヲ

治ノレ官人ノタメニ作レリ。」

2-42ホ2 よ九拾五全弐 10銭

リウキウネンダイキ

30189 琉球年代記 半 11快1冊

大田南畝著，東僚琴蓋序，楚山人践

天保3序・践・刊

杏花園蔵版

※題策下部「附雑話全」と刷られている。序に

は書名「琉球年譜」とある。琉球年代記と琉球

年譜と二部に分かれる。絵入り。 ι

5-83リ3 そ千四拾五全 10銭

坤乾

序

引
田
京
自

…
八
一
粉

川
湘
鑓

U

漏

石翠
o
一

n
H
d
H
H川

初

宮

半 1朕2冊

貞享3序，同5刊

京風葉軒

※上記書名は見返し内題による。巻頭の内題は

「漏湘八景詩歌齢、」，原題簸は「漏湘八景大全J,

柱書は「八景詩」となっている。絵入り。見返

し内題の右に「詩歌紗」，左iζ 「麓頭図」と小書

き。

5-86シ2 そ九百六拾六全弐0 20銭

ヲウナハヤガタモン

30191 女早学問上・下 7~2 冊
大江資衡梶圭著・自序 安永6序・刊

江戸須原屋茂兵衛（日本橋南一丁目），大坂

大野木市兵衛（心斎橋筋），京 河南四郎右

衛門（堀河通仏光寺下ノレ丁）・武村嘉兵衛（二

条通新町東へ入丁）

※上冊表紙右スミに「口百二十七」の小札あり。

刊記（下冊21丁ウラ）に「京都久川靭負著」

（著者の通称）。「大江玄闘先生著述目録」を付

す。

1-85オ3 よ百O二全二 25銭

マニアハセハヤガタモン

30192 間合早皐問上・下 半 1峡2冊

大江資衡梶主（玄闘）著，雨新庵老杜多号66戸橋の

曳序 明和3序・刊

京 河南四郎右衛門（堀川通仏光寺下ノレ丁）

武村嘉兵衛（釜座通御池上ノレ丁）

※初学のための学問書。刊記に「久川靭負著」と

あるのは著者の通称。

4-01ト1 よ百番θ全弐冊 25銭

川’” h T ンセイケンモンシ

30193 言語延安政見聞誌上・中・下

大1峡3冊

一勇粛園芳・一登粛芳綱・一筆李英書・一鷲粛国周

画

書緯・刊年不明

※挿絵は多色刷。地震・火事などの厄災をしるす。

6-28ア1 さ弐百拾回全三 30銭

予ンガタカイテイ

30194 蘭撃措梯乾・坤 半 1峡2冊

玄津大槻茂質著，龍橋源覗F，孔平信敏序，品Jll
甫周践，宇晋践 天明3序・例言・践，同8刊

江戸翠玉堂松本善兵衛（日本橋南三町目）
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松本平助（江戸橋四日市）

※乾冊表紙に「異jの小札あり。同見返しに章玉

堂による内容紹介， 同第1丁に旧蔵者「大観

堂」の印あり。

4-81ラ1 よ百拾六全弐冊 15銭

オランダヤタセン

30195 和蘭誇釜

前埜良津源裏著・自序

写本

冊
）
序

1
ぉ
5

秩
α明

1

天

大

4-81オ3 大惣番号札剥落 10銭

ダツタ :tVヨウハイキ

30196 縫鞄勝敗記ー～五

著者未詳，墨堤舎序

墨堤舎梓

※見返しに「海外路巷説」と記す。絵入り。 「太

清道光三十年十月廿八日穆彰阿誓英二臣諭」を

引く。逸名序あり。

4-41サ40 て八百五拾九全五0 25銭

大1映5冊

カイグワイジンワ

30197 海外新話萱～五

著者未詳，楓江釣人序

書堕不明

※絵入り。落書はなはだし。

4-41サ11 て八百五拾壱全五 25銭

半 11挟5冊

嘉永2序

カイグワイジシワ V7 ヰ

30198 海外新話拾遺

種菜翁著，烏有生序

書障不明

冊

刊

秩
）
成

1
削

2

大

α永宣加

五

※成立年は第1冊巻頭の例言による。第1冊序の

第 1丁と第2丁とが錯簡。第2冊裏見返しに落

書，第3冊見返し・第4冊裏見返し・第5冊見

返しに朱で書入れがある。

4 -:-41サ12 て八百五拾弐全五冊 20銭

カイグワイジツロタ

30199 海外賓録巻之ー～五

責柑居士序

行儀堂蔵梓

冊
）
序

5
制
元

帳

α政
1

安

大

※見返しの内題横に「安政二稜免，禁責買jと記

す。内容は清英戦争の記事。各巻絵入り。巻之

二・五の巻末のみ書名が「海外飴話」となって

いる。

4-41サ10 て八百五拾四全五 20銭

書（甲）ー

シシコタ ・:r シツウカイ

30200 新園園志通解ー～四 大 1映4冊

「欧羅巴人」原撰，大清林則徐訳， 貌源重輯， 皇国

隠士和訳・序

書購不明

※凡例によれば『海園園志』につづく刊行。 『国

書総目録』によれば安政元刊。挿絵あり。

5-88シ2 て八百七拾七全四 20銭

30201 

ザウ V

象志 大1冊

享保14刊

京並川甚三郎・木村市郎兵衛（堀川通｛弗光寺

下Jレ町），江戸植村藤三郎（本石町三町目十

軒店），大阪安井嘉兵衛（心斎橋筋淡路町角）

※象の博物誌。

6-24ソ3 千五十五0 30銭

ナ ;1 ，~ ウ＋ウモタジヤウ

30202 南方草木状 乾・坤 大 1秩2冊

晋奮含著・自序，宋沼成大著（桂海草木志），伊予吉岡

平住専安訓点，高井見立（大坂北久宝寺町三丁目）

校・践，古林正禎序 事保10序，同11践・刊

大坂秋田屋大野木市兵衛（安堂寺町心斎橋）

※乾冊は「南方草木状」の巻之上・中，坤冊は同

下および「桂海草木志」から成る。序の題は

「合刻南方州木状桂海草木志」，坤冊原題簸に

は「附／草木志」と刷られている。附属図書館

にもとあった時の配架番号は「 6-21ナ1 (30 

と書込みあり）」。「O千百四十」の小札あり。

薬N2 こ九百三拾壱全弐 20銭

レキダイセンサイロタ

30203 歴代杢宰録一～七・八之九・十

大1帳9冊

法眼春粛著・自践 明暦2殿，寛文7刊

京荒川宗長

※第1冊表紙に「歴史」（朱），「仁コ三百六十一」

（墨）と記した小札2枚あり。中国の帝王とそ

の臣下を年代順に挙げた書。若狭の酒井忠勝君

の求に応じて，と践にいう。第1～3冊には墨

書注記あり。

5-41レ3 や五百拾六 50銭

30204 

廃棄

レキダイテイワ ヅ

歴代帝王紹運図 1冊

30銭
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ス イド カイ ベン

30205 水 土解 耕 上 ・下

大 11快2冊を合騒1冊

西川如見著

京柳技軒

※2冊を表紙のまま合綴。上冊は原題簸及び巻頭

内題に「水土解排気遣盛衰緋」，下冊は原題築

「水土解耕葬法緋」，巻頭内題「水土解耕葬法

之緋」とある。上冊表紙，右上スミに「口千四

百四十三J，題簸右横（大惣番号札の上）に「乙

（墨）／天文（朱）」の小札あり。柱書は，上

冊が「水土解併排」，下冊が「水土解鉾」・

「水土解」。《

8-82ス1 け五拾回全弐 15銭

シ グイウシヤウ

30206 四時幽賞 半 11快1冊

奇謀者’狩野探幽等画，需主萄践（寛よおLよび、寛

文7），忍岡林曳践（寛文7），菊庫野節践

寛文8刊

京林和泉接（小川）

※題簸欠。上・下（巻）に分ける。埜子曹は『国

書総目録』によれば野間三竹。見聞き右に文，

左に画を配す。墨書にて頭註を付す所あり。逸

名序あり。

4-48シ21 そ千五拾八全壱 10銭

ユツポシタウド

日本 ニセンネンソデカガミ

30207 唐土一千年袖整 初編～三編

．拾遺
絵入天・地・人 大1峡6冊

潰松歌園ほか編，松川半山画

天保15～嘉永5刊

大坂奈良屋松兵衛（天満九丁目筋天神鳥井南

ノ辻南）＝初～三・天冊版元，大坂伊稼屋善

兵衛（堺筋清水町北エ入西側）＝地・人冊の版

元，京伊勢屋正三郎（綾之小路数屋町下ノレ），

江戸須原屋茂兵衛（日本橋南一町目），大坂

敦賀屋彦七（心斎橋北久宝寺町南入） ・奈良

屋吉兵衛（唐物町御堂筋通り）（以上売弘所）

※折本・旋風葉lζ仕立てられている。日本におと

った事柄の当年までの年数を記したもの。三編

見返しに 1冊に付き価三匁二分の旨を記した貼

紙あり。内題「長二千年袖塁」。

5-49ニ 1 乙九百弐拾六番。

・乙九百弐拾九全三 75銭

書（甲）ー

ゾウホ
＋曽 レキダイテイワウヅ

30208 漏 歴 代 帝 王 国 上 ・ 下 大l帳2冊

柳川安東守約著・自序 貞事4序，元禄13刊

松葉軒開版，京上村次郎右衛門（二条通玉屋

町）

※全5巻で上冊が1・2巻，下冊が3・4・5巻と

いう構成。内題「新増歴代帝王国」。原体裁5

冊を2冊に合綴。上冊表紙「年」（朱）の小札

あり。

5-41レ4 や九百九十三 15銭

ナユハミヤゲ

30209 浪花土産初篇～五篇・七篇～九篇

半 11快2冊および横（16.7×23. 2cm) 1峡6冊

※「書林兼草紙屋定手段伊塩屋喜兵衛板」の戯

作一枚刷りを集めたもの。天保～嘉永の記事が

見える。今井黍丸作「は一口ぱなし」など，

幾つかの連作も含む。三篇以下が横本で「大

惣」と刷り込んだ題策用紙を用いている。「浪

花みやげJの塩屋広告あり。

4-85ナ1 大惣番号不明 1円

センテツソウダ Y

30210(1）先哲叢談一～四 大 4冊

宅需伴（念斎）（三右衛門）手8佐藤坦大道甫序（文

化14），陳人四明井潜序（文化13），善庵魔士朝川嘉

序（文ィg~1~） 文ィ出h
江戸和泉屋庄二郎（浅草新寺町）・和泉屋金

右衛門，京植村藤右衛門（堀川仏光寺下ノレ），

大坂秋田屋太右衛門（心斎橋安堂寺町）

※慶元堂蔵板目録を付す。（2）後編・（3）年表をも参

照せよ。

1-69セ19 こ弐拾番初回 (2)(3）共1円20銭

センテツソウダンコウヘン

30210(2）先哲叢談後編一～四 大 4冊

琴塞東僚著，明F序，徳粛原義序 (1831)

文政13序（原義） ・刊，同14序（亀田）

書障は（1）に大坂京屋浅次郎（心斎橋本町北）

が加わり，「和泉屋金右衛門」の所在が「横山

町三町目」となっている。

1-69セ19 乙弐拾番全四

センテツソウダンネンペウ

30210(3） 先 哲 叢 談 年 表 大 1冊

琴塞東傍耕著・自序，山崎美成序 文部信

京河内屋藤四郎（寺町通｛弗光寺），江戸須

原屋茂兵衛（日本橋通萱丁目） ・山城屋佐兵衛
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（同或丁目） ・須原屋新兵衛（岡武丁目） ・西

宮屋蒲兵衛（中橋貴小路） ・岡田屋嘉七（芝神

明前） ・丁字屋平兵衛（大停馬町武丁目）， 大

阪河内屋茂兵衛（心斎橋筋博勢町角）

※巻末に2丁分の河内屋茂兵衛の書籍広告あり。

原題簸剥落するが，冊子に挟み込んである。そ

れによれば「先哲叢談序目・年表」。上記書名

は見返し内題による。

1-69セ19 こ弐拾番全壱

ホンテウカウ V デン

30211 本朝孝子停上・中・下 大3冊

伊蕎子（藤井瀬斎）著・自序，品戸仲践

天和4序・践，貞享2刊

京西村孫右衛門

※漢文。絵入り。

1-84ホ3 大惣番号札剥落 60銭

サウ パウ キゲ ン テキギ

30212 草 茅危 言摘義一～五 大1秩5冊

竹山中井積善著，菅粛神惟孝校

「柳傑閣活版」

※木活字版。中井積善の『草茅危言』は寛政元の

序を有する。

2-42ソ3 や九百升五全五冊 20銭
ワカンレキダイピカウタイセイ

30213 倭漢歴代備考大成 目録・－～十一

大2秩12冊

三宅尚綱著，小山前定序 正徳3序・干リ

江戸須原屋茂兵衛（日本橋南萱町目）・玉屋

次郎兵衛（増上寺前），京銭屋儀兵衛（堀河

通高辻上町） ・柏屋四郎兵衛（二傑通御幸町西

江入町）

※神代より正徳31ζ到るまでの年表。上段は本朝，

下段は中国。第1冊は序，凡例及び目録。各巻

の内題は「新編和漢歴代帝王備考大成」。各冊

脇題策に内容を記す。

5-03ワ1 や九百升弐 50銭
ホンテウメイ νンゲyカウロク

30214 本朝名臣言行録上・下

大1秩2冊

梅津謂（西郊先生）著，田直道・富団幹校，化龍源

頼融題言，金設井純卿序，篭興田桃樹践

安永5刊・序・践

躍虞堂蔵板

※柱書は「言行録j。

5-63ホ3 こ四拾五全弐＠ 30銭

書（甲）一

ホYテウメイシヤウデン

30215 本朝名将停上・下 大 1秩2冊

中村興著・自践 延宝 5践・刊

江戸本屋七郎兵衛（本石町一町白河岸）

※上記書名は原題簸による。目録題は「扶桑名勝

停」。上冊表紙に「口十三番」と記した小札あ

り。大惣番号札，もと「や五百仁コ」とあるを

貼紙し訂正。

8-21フ11 こ四拾三全弐冊 50銭

センミンデン

30216 先民停上・下 大1峡2冊

慮千里膜著，原念粛校・序，竹固定直序，古呉慎斎

周南序，漸水友生沈捜蕎序，臨；p謙非践，虞山蒋湾

政 文政2（念粛）序・刊

江戸慶元堂和泉屋庄次郎（浅草新寺町）・植

村藤右衛門・秋田屋太右衛門

※序の中では本書を「長崎先民侍」と呼ぶ。慶元

堂蔵板目録を付す。

5-61セ 5 乙四拾四全弐冊 30銭

サYチユウデン

30217 三忠惇上・下 大2冊

安東守約省奄著・自序，片岡宗輪予序，安宅詰戸

伺巷践 天和3自序，貞享元刊

京柳枝軒

※題簸下部lζ第1冊は「平重盛公藤藤房公」，第

2冊は「楠正成公附正行公」とある。旧蔵者朱

印あり。巻末には「日本橋二丁目／書林柳枝軒

／小川彦九郎」の印あり。

1-84サ 5 乙五拾壱 25銭

コクジモウギウ

30218 圏字蒙求一二三・四五六・七八九・

十十一十二 大1帳4冊

伊東節編，河内尚爽序 安永4序・刊

梶川七郎兵衛・浅井庄右衛門，吉村吉左衛門・

林伊兵衛

※編者は序による。書名は原題簸による。目録題

・内題は「新撰園字象求」。虫損あり。

4-85コ5 や五百五十弐 50銭

ゲYコウキりヤク

30219 元冠紀略乾・坤 大 1峡2冊

大橋j顕周道甫（説巷居士）著・自序，春田習践

嘉永6序

忠誠塾蔵板

※参捷書目及び年表あり。朱筆の注あり。

5-13ケ2 や九百九拾六全弐 30銭
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テンコウカイプツ

30220 天 工関 物 一 ～九 大1峡9冊

明宋庭星著・自序，都賀庭鏡序， 江田益者d戸塘）

校 明和8序・刊

大坂柏原屋佐兵衛（心斎橋筋北久宝寺町通）

・菅生堂河内屋茂八（同），江戸 山崎金兵衛

（通本石町十軒店）

※巻上・中・下より成る。中国の工芸類の撰訳。

諸産業技術を図版っきで解説した技術書。

8-01テ1 や五百拾八 50銭

ナメリカハダ Y

30221 滑 川 談

塚田虎（多門）著・自践

江戸雄風館蔵

冊
〉
践

1
m
3
 

大

α政寛

※表紙の右上スミに「仁コ六十三」，題策右ヨコ

上方に「経」（朱）の札が貼られている。内容

は，世が正しく治められるための知恵を九ケ条

にまとめて記す。巻末に「彫工宮田六左衛門J
とあり。柱書下部は「環堵室」。

1-84カ2 や三百拾番θ 10銭

冊

mw
刊

1

仲
間

8

大

α同践

序
・

達
）
序

辻
m
7

苧

α文

端

寛
政

ワ
話
締

パ
著
事

w
館

や

け
史
五態

2
林

n
洞

ω
梅

京林和泉援（小川）

※表紙右上スミに「千四百十」「柳」の小札あり。

本朝中古の詩人の逸話を漢文でしるす。

10-05シ13 乙七拾六O全 15銭

30223 唐官紗上・中・下 大3冊

伊藤長胤著・自序，藤宅議事序，主唱揚戸重威践

享保紅白序，宝暦3序・践・刊

京文泉堂

※柱書下部に「古義堂蔵」。旧蔵者朱印あり。上

冊表紙に「仁コ三百八十九」の小札。唐の官名

を著したもの。

2-04ト3 や九百七十番全三 40銭

ダイシンサンテウジリヤク

30224 大清三朝事略 大1秩1冊

郁山芝鳩・北傍氷粛略次，程赤城序，芝塙自序（清

三朝貫録採要の序として），邸山喜駿

寛政11践・刊

江戸須原屋茂兵衛

※清の太祖・太宗・世祖の三代の実録である「三

書（甲）ー

朝貫録」 216巻を16巻に採要し， さらに上巻・

下巻と略したもの。巻末6丁にわたって和泉屋

圧次郎の蔵板目録あり。その内容が文化年間の

ものなので，本冊は後刷りと思われる。

5-45シ2 や五百八十萱 15銭

ガウトウ

30225 室長存長幸福 長恨歌惇・霊喜界
・野馬事 大1需品F

著者未詳 貞享元刊

京小佐治半右衛門・同氏半左衛門

※3冊の原題簸それぞれに「上（中・下）」と墨

書。中冊表紙に「全部三冊」の札がある。

4-08カ1 や七拾大番全三 20銭

フサウジヨウメイシフ

30226 扶桑鐘銘集巻之上・中・下

大3冊

慮門岡崎信好編・自序，伏水龍公美序 (1778) 

安永7序・刊

京柳枝軒茨城多左衛門（六角通教屋町東江入

町）

※岡崎慮門先生の著述目録および柳技軒の蔵板目

録を巻末に附す。下冊裏見返しに柳技軒の口上

を印刷した紙片を貼付。柱書「鐘銘集」。

8-50フ 1 乙八百弐拾五全三 1円

タウワサンエウ

30227 唐和纂要萱～三 半 l峡3冊

岡属援之輯，藤原安治序，高希常保存序，白駒郡

希八践，原武卿践 事保元序・践，同3刊

出雲寺和泉接（京三燦通升屋町，江戸 日本

橋南一丁目）

※中国語入門書。単語や文章に中国語の発音を傍

記する。「和漢奇談」と「奇談通俗」を附す。

4-83ト3 よ八拾六番全三冊 50銭

ワドタエウリヤウ

30228 和讃要領上・中・下 半3冊

太宰純徳夫（春蔓・弥右衛門）著・自序 (1728)

享保13序・刊

江戸 「嵩山房（須原屋新兵衛）蔵版」

※内題には「倭」字を使用。

国史せ1-7 よ六十七番全三冊θ 30銭

セキヤユヒツ

30229 斥邪二筆 大他1冊と合1恥s!ffi
深慨隠士著・自践，憂園野史校 慶応2践
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衛道書屋蔵

※30011『斥邪漫筆』と同帳。

1-06セ1 大惣番号札原欠 IO銭

告キララ

30230 赤保保 大 1冊

服部蘇門著

京菱屋亦兵衛（五憐通柳馬場西へ入ル町）

※巻頭iζ無名子の序あり。晶子lζ付録「イ弗法源流

論」あり。著者は，明和6没。

1-26セ1 ふ六拾二番0 10銭

トウゼンヤワ

30231 燈前夜話 乾・坤 大 1帳2冊

著者未詳

書庫・刊年不明

※中国の人物誌の抄物。乾・坤とも最初の丁に目

録があり，乾冊には続いて「十八史略序Jがあ

る。乾冊の題簸右横に「史」の小札あり。巻頭

lζ朱で「此三巻辱万里和尚之所作」と書かれて

いる。裏見返しに「榊原我泉之」と書込み。

5-42トl や五百七十八 25銭

ワウダウヨンフクボタ

30232 注道昆副墨 大 11快1冊

涯道昆著・自序

写本

※内題は「副墨」。表紙に「文」（朱）の小札あり。

明の在道昆の文集。

4-05フ1 や百弐拾五番 75銭

ユホンジンプツシ

30233 日本人物史一～七 大 1映7冊

宇都宮由的著，山科長安序 寛文8序，同9刊
書韓不明

※刊記，「書林」の字の下の書韓名が削られてい

る。上記書名は原題策による。序題は「日本古

今人物史」，巻頭内題は「日本古今人物史略惇」。

5-61ニ4 乙六番全七 1円82銭

ジユツヂヤウコウゴ

30234 出定後語上・下 大 2冊

富永仲基宅市戸序 （附

延享元自序， 同2「旧刻」， 文化2「補刻」

江戸前川六左衛門（日本橋通三丁目），名古

屋片野東四郎（本町七町目），大阪松村九

兵衛（心斎橋通南一町目）

1-20シ3 ふ五拾回全弐冊 30銭

書（甲）ー

シヤク Uょユダ 7シカウ

30235 樟氏廿四孝 （附大1需品伊
日峯著・自序 承応4序，寛文10刊

京銅蛇坊書林平楽寺村上勘兵衛

※上記書名は題簸による。内題は「樺氏二十四孝」。

表紙右上に「柳」の小札あり。

1-21シIO こ七拾七全 20銭

クワ；.－；..－ヤヲグンデン

30236 闘将軍停 大 1秩1冊
嶋夷秋以正著，伯機践

※上記書名は内題。題策は墨書で「関羽将軍惇」。

裏見返しに「京茨城多左衛門／書坊柳枝軒毒

梓／江戸小川彦九郎」の紙を貼付。刊年は不

明。白文。

5-67カ2 や五百八十弐 15銭

セイゴコイ

30237 勢語古意上・下一・下二半 11快3冊

賀茂真測著

写本

4-30セ2 れ百三拾五 30銭

タウりウ
~ ヤウキユウシナンセウ

30238 混楊弓指南抄 半 1峡1冊

舘重輿著，東武好山序

書韓・刊年不明

※刊記なし。巻頭の内題は「楊弓射法指南妙」。

図入り。

8-64ヨ1 そ千三拾壱全 IO銭

;..-:z.ンコクジシヨ

30239 紫芝園園字書 半 1冊

太宰璃右衛門（春台）著，太宰定保編輯・序

宝暦3序，同4刊

江戸文蔭堂蔵板・太田圧右衛門（日本橋元大

工町中通）

※表紙右上スミに「仁ゴ九番」の小札あり。

1-69シ6 そ六百七十六全 8銭

!I ...ノミ J、シラ

30240 たまのみはしら上・下

大 1峡2冊

平田篤胤著，藤原貞直序，堤三五郎源朝風序，大野

虞則践 文化9序（朝風），同10刊

菅能屋蔵版，江戸鴨伊兵衛（日本橋通四町田）

・英平吉（本石町十軒店） ・竹川藤兵衛（江戸

橋四日市） ・西宮蒲兵衛（中橋広小路） ・柏屋
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－雑書（甲）ー

忠七（下谷御成道）・石渡利兵衛（江戸橋四日 間出店（日本橋通本銀町二丁目），大垣岡

市） 出店（本町）

※序題（貞直）「霊能真柱」。上巻見返しに本書の ※絵入り本。上巻・下巻より成る。巻末に「尾陽

内容を述べた墨書あり。下巻末に平田篤胤の著 東壁堂製本墨田録」あり。大惣印が見当たらな

述目録を付す。 ぃ。巻末に目録あり。本書は後刷り本らしい。

1-05タ2 大惣番号札剥落 35銭 4ー30イ3 大惣番号札剥落か 15銭

シユツヂヤウセウゴ

30241 出定笑語ー～四 大1朕4冊

平田篤胤著，従五位上近江守都下朝臣資政序 <189) 

嘉永2序

坐摩官祝部聾園

※成立は，『国書総目録』に「文化8？」とある。

30023 （写本）参照。

1-20シ4 ふ弐拾三番前編四冊 50銭

サイチ
苦百 ワ ジタイクワンセウ

30242 落和字大観紗上・下
大1秩2冊

無相柔門文雄事J原為範序，（需P公美序，宅器戸

宝暦3序（菅原），同4序（龍），同13刊

京柳田三郎兵衛（寺町通御池上ノレ町）

※上冊右上に「千百五十七」の小札あり。上冊裏

見返しに「いろは問弁一冊」と墨書。官原氏

序題「大観紗序」。

4-63ワ4 や四百拾八 25銭

ミネ／ .,,. ツカゼ

3似 3 峯のまつ風 大 ~l路）1 冊
竹内直道著・自序 文化14奥書

竹内蔵板，伊勢文海堂柏屋平助（松阪日野

町）

※歌集。郭公・雪・旅・山家に分かれている。表

紙に「歌集居」（朱）の貼紙あり。

4-23ミ4 ふ弐百六拾弐 12銭

30244 皇園之言霊 大 1秩1冊

源園雄著・自序，岩間右議戸 （附

文政8奥書，同10自序，同11序

路岐居蔵版

※表紙の原題策わきに読み方を示す「みくにのこ

とたま」の札を貼付。

4-63ミ1 ふ六拾三全 10銭

イ セモノガタリ

3似 5 伊勢物語 大 1需品F
寛文2刊

名古屋永楽屋東四郎（本町通七丁目），江戸

30246 和字正濫要略 冊
）
成

1
M
m
n
 

帳

α禄

1

一元

大

契沖著

写本

4-63ワ3 ふ三百七拾七 25銭

ガンゲイロタ

30247 瞬噴録 大 1峡 1冊

平岩元珍著・自序，菅原長親序！15服部官控序

文イ七ii自序，同ロ序（菅原・服部）

江戸雁金屋清七（小石川惇通院前）

※儒学書。巻末に同人舘蔵版目録あり。表紙に

「本朝六塞」（墨）の貼紙あり。瞬噴とは「ね

ごと」の意。

1-69カ11 乙九百五拾萱 10銭

キングイネンヂユウギヤウジサイキ

30248 近代年中行事細記

柳原資廉編，河合重淳写・奥書

写本

※表紙左上に「禁中」の札が貼られている。図入

冊
）
写

峡
q
永

1
宝

大

り。

5-17キ1 や千六十四 50銭

エンジユアンザツキ

30249 圏珠蕎雑記 大1峡1冊

契沖著，賀茂真淵校註，平（岸本）嘱戸増註・序，

棄かもとのあるじ朗弦序 文化9序（平）・刊

大坂秋田屋太右衛門（心斎橋安堂寺町），江

戸英平吉（本石町十軒店）

※表紙右上スミに「仁コ百八十九」の貼札あり。

見返しに「此書は契沖阿閤梨の思ひ出るまにま

に，歌によまん詞にまれ文にか〉んことばにま

れ，ーふしありとおぼしきことばどもを書いで

つh みづから註せられたるに賀茂翁の首書く

はへられしを得て平由豆流大人増註せられし也，

ま乙とに此書は歌よみ文か注ん人の措梯ともな

しつべき書になん」と墨書した貼紙あり。

4-69エ1 ふ三百五拾六 25銭



ー雑 書（甲）一

ザンテツセウデン

30250 三哲小樽 大1峡1冊

立綱撰・自序，江沢講修増補・殿，鍬形紹真画

文政元序

上総睦堂蔵板，江戸伊勢屋忠右衛門（京橋

銀座二丁目）

※契沖・真淵・宣長lζ関する小伝。色刷り図像3

つあり。巻末に「耕文堂蔵板目録」として広告

多数と，睡眠薬「粒甲丹」の広告あり。

4-20サ 1 乙七拾三O全 15銭

7 ガノ

30251 寓我能比礼 半他2冊と合1帳1冊

市川匡著

名古屋風月堂

※著者は『国書総目録』による。内題「末賀能比

連」。表紙に「仁コ四壱／居／れ二百」の札あ

り。永楽屋東四郎の蔵板目録あり。

1-05マl 大惣番号札剥落 10銭

コトパノヤチグサ

30252 詞のやちくさ 上・中・下

梅の屋翁著，珠阿弥序（自序か）

江戸寓笈堂英平吉（本石町）

半 1秩3冊

※下冊末に「江戸本石町十軒店寓笈堂英平吉和書

目録」（13丁75点）あり，著者名はこの書自に

よる。書名は上冊題策・内題による。中・下冊

題簸は「言葉のやちくさ」。『国書総目録』によ

ると，『言葉のもとすえ』を改題した書。

4-62コ3 れ六拾弐全三冊 30銭

シ ナ ト ノ カ ゼ

30253 級長戸風 勇・仁・真（上・中・下）

（一・二・三） 大1映3冊

沼田順義著，大津直宅管’長津徳彦校，芳田春毒

書，熔斎主人序 j高野口），山本宗瑛序（同13），幻

巷道人黙旨序（同12），田津仲野序（同12），及時居

士序（同13),I明、屋堂序（同12），荊山魚澄環序（同

13），金子祐倫序（同12），協和庵主人践（同13)

文部知書，天保B~lflj
名古屋永楽屋東四郎（本町七丁目），京須

原屋平左衛門（三条通冨小路） ・勝村治右衛門

（寺町通松原上Jレ），大坂敦賀屋九兵衛（心

斎橋南一丁目） ・柏原屋源兵衛（心斎橋北詰），

江戸 山田佐助（両園吉川町）・小林新兵衛（日

本橋通武丁目）

- 29ー

※勇冊と仁冊の末に「尾張人本屋ノ音久伊」によ

る書込みあり。神道書。

1-05シ4 ふ三拾壱全三冊 40銭

オカゲマヰリキキガキザウジ

30254 御蔭参聞書草紙上・中・下

半 1峡3冊

す松堂主人著，金玉亭のあるじ序，板元書舗のある

じ政 文政13刊

福本蔵板，京河南宗助（二条通高倉東入）

訟屋高助（蛸薬師寺町西入），大坂河内屋太

助（心斎橋唐物丁南入）

※上記書名は原題簸によるが，内題には角書「徒

然教訓」あり。

1-04オ2 む百三拾壱 15銭

タ フ ノ ミ ネ ユ ジ7ロクショウ V

30255 多武峯二十六勝志 半 1秩1冊

竺弐蘇（息葬）撰，姪如海校・践，藤津甫序，阿野

通浅序，旭荘謙題字，竹亭武敬画

書擦不明 安永4序・践・刊

※絵lζ短文と詩を添える。

1-04タ15 さ百七拾壱全 15銭

新版 ヨメイリダンガかけ

後篇 嫁入談合柱上・下30256 

半 2冊

華鳳山人著・自序 寛政2刊

京伊勢屋庄助（四条富小路），大坂塩屋喜

助（心斎橋筋），江戸前川六左衛門（日本橋）

※備中鳥羽了恰の書の後篇を意図する婚礼式法書。

巻尾に「婚札状案文」，製斗の折り方の図あり。

表紙に「百廿七／礼／共弐」「仁ゴ五十八」「全

二冊」の札あり。

1-86ヨ1 そ弐百拾九番後篇全弐 15銭

クワイイベンダン

30257 怪異耕断ー～八 半 11快8冊

西川如見著・自践，臥雲曳蘭金忠佑序

正徳4序，同 5・4殿

京柳枝軒毒

※表紙に「怪」「全八冊」の札あり。自肢は正徳

5・同4のj顕で二つある。漢文。博物志。

6-00カ 1 口五百拾壱番 50銭

キヤウカ
ヨ平カハゴロモノキ

30258 薮かはころもの記元・享

大1秩2冊



一雑

鉄格子波丸著，刈谷季恭序，西鳴戸践

文化4序・践，同5刊

名古屋永楽屋藤四郎（本町玉屋町），江戸蔦

屋重三郎（本町通油町），大阪河内屋太助（心

斎橋通唐物町）

※「狂寄」（朱）と書いた札を元冊表紙に附す。

巻頭題「かはごろもの記行」。

4-25キ5 ふ七百四拾四全弐 25銭

チヤウセイサウ

30259 長生 草 前 ・ 後 篇 半2冊

山崎不言著，高倉沙問桂岩序 寛政6序・刊

肥後橘屋清蔵（隈本新三丁目），江戸橘屋

七兵衛（日本橋通二丁目），京橘屋儀兵衛（御

幸町御‘池上Jレ町）

※著者名が前篇には「普山」，後篇には「不山」

ともしるされている。「全二冊」小札あり。絵

入り。

1-26チ2 口口六十七番 10銭

ゴ シンピセウ

30260 元最古語深秘抄一～十半1常招伊
恵藤一雄編・序 元禄15刊

京出雲寺和泉嫁，江戸同店（日本橋通ー町

目）

※第1冊掛蔵抄上，第2冊秘蔵抄中・下（写

本），第3冊 新撰髄脳・英惇抄・和歌肝要，

第4冊後鳥羽院御口伝・定家和歌式（写本），

第5冊正風拡抄・和歌庭訓，第6冊家隆口

惇・近来風鉢抄，第7冊埜玉集・簸河上，第

8冊八雲口停・よるのつる，第9冊耕雲口

侍・桂明抄，第10冊八雲一言記・和歌二言集

・和歌用意。出雲寺による践文あり。墨書題簸

は「和歌」を角書にする。

4-22ワ42 大惣番号札剥落 50銭

翁書旨 ミンカソダテグサ

30261 文民家育草上・中.F 
半 1峡3冊

大蔵永常著・自序，蕉園左官s＞六樹園主人宅 ） 

文政8序（蕉園），同10刊

江戸須原屋茂兵衛・鶴屋喜右衛門，京河南

儀兵衛，大阪林新兵衛・秋田屋太右衛門

※秋田屋の蔵板目録あり。

1-84ミ2 た三百弐十七全三冊目銭

書（甲）ー

シヨセツベンダン
諸説 ゾタへキハンゼイロタ

30262 耕断 俗僻反正録ー～五

半1秩5冊

平景尚著．自序，東陽邑元宅蜘 (17 

天明5自序，同6序・刊

江戸石崎孫七（神田下白壁町）・中邑善二

（神田冨山町）

※第1冊題築に「古事物語」と書込みあり。第1

冊から第4冊までの巻末に次の冊の目録あり。

第 5冊巻末には書躍の刊行書目録あり。第1冊

表紙見返しに世並屋伊兵衛の印あり。

5-19ソ1 そ五百三十八全五冊 25銭

アヅチモンダ7ゲンチユウ

30263 安土問答諺註一～五 半5冊

浪華隠士誓誉重碩著；l駅 （げ89) （附

延享4序，寛政元御免，文化11刊

京浅井圧右衛門

※第5冊末尾の内題のみ「安土問答給抄」。日蓮

宗についての本。

1-26ア4 む七百拾全五θ 25銭

キ巳 アヅ7 カガミシ 7エウ

30264 i東鑑集要上・下

ぷi1 映 2 冊を合格sls~
大坪無射著，河南氏践元禄7序・践・成，同8刊

村上与兵衛・加藤市兵衛（日本橋南査町田）

※逸名序あり。

5-07ア4 た七百拾六全弐冊 40銭

ホンテウネンダイキ

30265 本朝年代紀 帝王輯略・武将略紀・

巻之一～巻之七 半 11快9冊

田登仙著，桑村手休子序，桑名松雲常68) 

貞享元序・践・刊

京大森太右衛門（京極通二候上町）・植村藤

右衛門（堀川通高辻上町） ・梅村蒲右衛門（京

極通松原上町）

※各冊に脇題築があって，目録を記している。ま

た各冊に「九」までの通し番号を記した小札が

貼られているが，第1冊と第3冊は剥落。また

第 l冊の表紙右上に「仁コイロハ引」の小札，

その下に「九冊」の小札あり。

5-03ホ3 そ八百十六 40銭

タワンエイギヤウカウキ

30266 寛永 行幸 記

以心崇伝著・自序

冊
）
成

1
m叫
3

朕
川
リ
永

1

寛

大



一雑

写本

※「板本三冊西国之大名附J1枚，「主上御膳黄金

白銀製調晴之御膳Jl枚が挟み込まれている。

5-17カ5 大惣番号札剥落 10銭
カマタラオホザウジ

30267 鎌倉大双紙上・下 大1峡2冊

著者未詳

写本

※逸名序及び目録あり。末尾に朱で「以鎌倉海蔵

寺蔵本校合了重而上州新田岩松兵部本抜合了」

とある。内題下に朱で別名「太平後記」「関東

合戦記」がある旨を記す。

5-09カ1 乙三百七拾五全二 30銭
ゾタジンワウジヤウトウキ

30268 績神皇正統記 大1峡1冊

小槻宿称（晴富）著・自践

写本

※文明年間成立。通史。表紙右上スミに「仁コ六

十口」の小札あり。本文には朱字で注記が入れ

られている。

5-09ソ 1 や千拾九全 15銭
チヤリカタギ

30269 可笑堅気 ー～四（元・亨・利・貞）

著者未詳

写本

半1秩4冊

※逸名序あり。七巻。巻之七は前編・後編より成

る。第1冊表紙に「ちやりかた気」と墨書。

「一賛堂」「芥涼舎」印あり。滑稽本。

4-42チ l あ四百四拾七 15銭
ナンテウキデン

30270 南朝紀停一～五 大l峡5冊

著者未詳

写本

※第1冊の内題「南方紀停」，第3・5冊の内題

「南朝記惇」。第1冊表紙に「口百五十一」の

小札あり。

5-08ナ4 て五百五拾九全五 l円
シヤウトウロタ

30271. 正統録 大1峡1冊

藤原秀辰著，俵三辰麿奥書，勝樺龍奥書

享保9成・同12写

写本

※巻末の俵三辰麿の奥書には，本書は別号を「異

神問答」というとある。

1-05シ8 や八百七十五日銭

書（甲）ー

アュヒ＂＂ウ

30272 あゆひ抄一～六 半1峡6冊

北遺（富士谷成章）口授，吉川彦富・井上義胤筆授

安永2成，同7刊

北謹塾蔵板，京勝村治右衛門（寺町松原下ノレ

町） ・武村嘉兵衛（新町二候下ル町） ・秋田屋

平左衛門（寺町蛸薬師下ル町） ・西村平八（新

町二候上Jレ町） ・天王寺屋市郎兵衛（寺町五条

上ル町） ・山田屋卯兵衛（寺町三傍下ル町）

4-62ア 1 れ弐拾番全六冊 45銭

ジヨジホンギイチラン

30273 助欝本義一覧上・下 半1峡2冊

池庵橘守部述，同嗣業冬照撰・序 3) ) 

天保6成・序，同9刊

京勝村治右衛門（寺町通り松原下Jレ），大坂

秋田屋太右衛門（心斎橋適切，江戸岡田屋

嘉七（芝神明町） ・英大助（石町十軒店） ・西

宮浦兵衛（中橋寅小路） ・山城屋佐兵衛（日本

橋通二丁目） ・小林新兵衛（同町） ・須原屋茂

兵衛（同通一丁目） ・須原屋伊八（浅草茅町二

丁目） ・須原屋佐助（同通四丁目）

※見返しに「千鍾房殻行」とあり。

4-62シ1 大惣番号札剥落 40銭

エウタンホサノコヨロエ イ＇：／ s-＇：／ ウケイ

30274 幼君補佐之心得・一志通恵

半1峡1冊

稲葉正義著（幼君），頼覇太郎著・自駿（一志），箕

浦右源次践（一志），板倉勝明編・序 ） 

元文元成（幼君），安政2刊

甘雨亭蔵板，江戸 山城屋佐兵衛（日本橋通二

丁目

※題策には「口（幼）君補佐之心得附一志通恵完」

とある。頼菊太郎の自肢は山田園書宛て書簡，

箕浦右源次の裁は山口信八郎宛て書簡の形をと

っている。

1-84ヨ1 そ千八拾三全壱 5銭

ツウゾタヘウカイロク

30275 通俗漂海録ー～四 大1峡4冊

朝鮮雀薄原著，江部綬序，柏木太玄序，伊藤聖訓践，

堀栄吉蹴 明和6序・践（いずれも），寛政7刊

江戸須原伊八（下谷池之端），大坂大野木

市兵衛（心斎橋安堂寺町）， 京 山本平左衛門

（寺町蛸薬師下ル） ・林伊兵衛（二条通柳馬場

東）
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シユウトタキヤウセウ

30281 宗 徳 経 抄

尾府小林随景著

写本

※神道書。表紙に「亡コ七十四」の札あり。

1-03シ1 よ三百O六全壱 15銭

書（甲）一一雑

※巻頭の書込みによれば「唐土行程記」の改題本。

5-87ツ1 大惣番号札剥落 30銭
半 1秩1冊

寛延4成

タワンエイゴ「ジヤウラク
寛 ？ぇ ギヤウカウグプギヤウレツレツキ

御上治 行幸供奉行列烈記

上・中・下 半 1惚F
元禄6成

ワカジキプ ン

30276 和漢寄文萱～八

官俊侃縄甫著，麗草拙序

写本
※外交・貿易に関する書。 4巻を8冊に収める。

巻末に「是書多係公署之秘不許示人」とある。

5-13ワ1 大惣番号札剥落 2円

冊
）
序

8
m
u
 

峡
u保

1
享

大

著者未詳

写本

※原本は大坂浅野弥兵衛（高麗橋一丁目）正徳

u1¥tu。逸名序及び践あり。守護芦名は「御行幸

之記」。序よりこの書は寛永3の行幸記録であ

ることがわかるが，下巻末にそれが元禄6改正

された旨記されている。上下巻は行列図。

5-17カ 6 大惣番号札原欠 30銭

30282 

半 1冊

「慶安

ケイアン卓シチユウオ 7レガキ

30283 慶安年中御触書

写本

※表紙右上スミに「＠仁コ七」の札あり。

(l~年辰正月」より始まる。
2-03ケ 1 ゆ八百七拾九番全

ハフデ7 コキ Y ワカジ7ジヨ ロンゴジヨ

法帖古今和歌集序 附論語序
縦長（32.7×11. 4削折をふ件1冊

尊圏親王書，石津亮澄践 天保4践・刊

尚徳堂蔵版，大坂河内屋太助（心斎橋通唐物

町）

※大惣印なし。原題築「口（古）今和歌集序附論語

序」の右に墨書題簸「法帖全」が附されてい

る。

30277 

5銭

1冊

5銭

オミヤウガ 7 シンノキナラピユヅ・アツタセングウ

御冥加普請の記井園・熱田遷宮
ギヤウサウノヅ

行装園 大 1 映 2冊を合警1l2~
（御冥加一一）ー東利助貴雄著・自序 寛政4序

版本，書躍不明

（熱田一一）青元宣「模」，藤益根「校」 0795) 

寛政7奥書

写本，一部筆彩

※異なる 2冊を1冊に合綴。

1-04コ21 さ千百五拾三 20銭

ヨロヅメノヅヒデン

30286 寓目之園秘停

著者未詳

写本

※成立年は， 内題横lζ 「寛文八暦， 申ノ霜月上

滑」とあるによる。目薬の作り方，眼病につい
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名乗配卦秘事30284 

廃棄

30285 

半 1峡1冊

寛文8成

5銭

尊園親王書

江戸須原屋茂兵衛（日本橋南一丁目），大阪

河内屋喜兵衛（北久太良町心斎橋）

※大惣印なし。原題簸「尊園琵琶引」の右に「習

字帖」の墨書題祭。

8-43シ4
9イヘイネンペウ

30279 泰平年表

写本（透き写しか）

※天支翌年から安永9年までの年表。

5-11タ3 大惣番号札剥落 10銭
ナミ 7ヒ キ ・カウヅキキ . ，，ナノノミヤノデン

浪合記・上月記・信濃の宮の停

半 1峡 1冊

天都）写（臼井景庭），天鮮語写

※表紙上中央に「拾葬集」と墨書した題祭が「浪

合記」以下の3書名を記した題鐙と並べて貼ら

れている。内容は家伝。大惣の半紙を使用。附

録として， 「尾州津嶋四家」と「同所の七黛」

「同国一の宮四家」「信濃宮の後系」「大橋氏嬰

系」「内裏屋敷私考」あり。

5-08ナ1 め三百五拾弐全

10銭大惣番号札原欠か

m
 

p
u
 

y

・1
1
n
u

イコワ

l
M

ハ
琶
刈

ピ琵

J

U

圏
内
山

口
尊
大特

7
ト
白

－
ア
ム
川
T

ジ
字げ習

8-43ホ2

30278 

1秩1冊

40銭

半1映1冊

大惣番号札原欠か

30280 

写本



ー雑

て解説したもの。表紙改装。大惣印を欠く。

7-02ヨ1 大惣番号不明 5銭

ミヤヨイマヤウヲドリタ F キ

30287 都今様踊くどき（※参照）

半2峡2冊

書購不明

※種々のくどき節を集成したもの。うち1冊は表

紙を欠き， 1冊は改装。よって第1・2冊を区

別する呼称は不明。大惣蔵書印なし。

4-29ミ2 大惣番号不明 20銭

ネコロピグサ

30288 ね乙ろひくさ 半1帳1冊

内藤丈州著，曇華坊魯九践 元穂7成，享保元刊

京 たちはな屋治兵衛（寺町通押小路下ル丁）

※内題および映に施された題名は「ね乙ろのく

さ」に誤る。見返しに「世の中のはかなき事文

は物祝ひなど心得違の事」と墨書。丈州の十二

回忌追善出版。

4-24ネ1 そ千七拾八全 5銭

チヨノヂカタメ

30289 千代の地かため初編

華鳳著・自序・自践

冊

刊

噌

i

・

半
）
序

閣
一
克α政寛

京伊勢屋圧助（烏丸通三候下jレ町）

※見返しに「禁裏御地築」と書込み。表紙右上ス

ミに「口七口」の小札あり。巻末に後編の予告

あり。

8-02チ14 そ千五拾五全 5銭

チタエンホウデ7

30290 竹園賓帖

縦長（31.0×11. 2 cm) 折本1峡1冊

尊圏親王書，井伊友直践 文政10践

江戸和泉屋吉兵衛

※大惣印なし。

8-43チ2 大惣番号札原欠か 10銭

ハナシノカホミ セ

30291 噺の顔見世
在雅亭・茶タら作

写本

※噛本。

半 1峡1冊

8-67ハ 1 ち千六百五十四 3銭

ダジヤウカンオウヘ y ・エンゲンリツジンシユツセノハウ

30292 太上感庭、篇・人間立身出世方

半1峡2冊を合綴1冊

宝永5刊（太上一一）

書（甲）ー

上村伊兵衛

※巻末の内題は「通俗太上感磨、篇」。道教書。

（人間一一） 天明2刊

書躍不明

※教訓書。裏表紙に「中野興三郎」の名を記す。

8-86ツ1 よ三百七拾壱 3銭

レヅレグサシ 7 ヰ

3029.3 つれつれ草拾遺 半 1冊

徹雲洞序，賀茂真淵践，鈴木常寝存 cm 
元文5序，寛保4殴・刊

京小川彦九郎

※『国書総目録~ I乙著者「朗如？Jとある。表

紙右上スミに「仁コ五番」の小札あり。

10-05ツ4 大惣番号不明 15銭

げ
集

川
附山番キ居

H

M

芝

府捧

4

書

半 1帳1冊

みよ自はなゅん

※書名は附属図書館の与えたもの。 「聖代武徳弓
せ晶h訟串 う色かた

勢鑑」「賓小槌てつま占」「黒舷出入湊」「龍宮
たつな

城弓勢祝言」「冬寵紅梅壇Jの5点の芝居絵本

を併せたもの。原体裁5冊を合綴か。表紙lと，

各作外題および「三な」 「三桝大五郎」と記し

た貼紙あり。『国書総目録』によると，『聖花弓

勢鑑』（別名「聖代武徳弓勢鑑」）は並木良輔・

沢井注蔵等作で宝暦10初演， 『黒船出入漆』は

中田嘉右衛門作で享保3初演，『龍宮城弓勢祝

言』は明和元初演，『冬龍紅梅摺』は宝暦13初

演。

8-66シ10 大惣番号不明 15銭

カ ナ‘プカヒシヤウカイ

30295 俵字遣詳解上・（下）半1峡2冊

著者未詳

写本

4-63カ3 れ百三十番 20銭

クワンシヨタツウカイ

30296 官職通解 半 1峡1冊

千葉玄之著・自序，金峨井純序（安永3），松窓関

惰序，飯室昌符践

安永4自序・序（松窓）・践，同5刊

芸香園蔵

※見返しに芸閣先生輯としるす。官職名を挙げて

説明した書。

2-03カ5 そ千四拾番 5銭

内
ペ
U



一雑

アツタソンメイキ

30297 熱田尊 命記上・中・下半1映3冊

尾城下ノ運建斎（天野信景）志；自序・自践，品事

運為写 元禄6序・践，宝暦3写

写本

※序題「熱田太神宮本社末社神樫尊命記集説」，

本文内題「熱田本社末社神拡尊命記集説」。各

冊裏見返しに加藤運為の署名と印がある。

1-04ア 1 ゆ六百四拾三全三 25銭

カイコタへイダ Y

30298 海国兵談ー～八 半1峡8冊

林子平著・自序，工藤球卿平助父序，．…、

天明6自序・奥書

写本

※外交・軍事。

8-21カ2 大惣番号札剥落 20銭

ホ ン テ ウ プケコンゲン

30299 本朝武家根元上・下

半1朕2冊を合綴1冊

写本

※標題は各冊内題による。題簸は墨書で「本朝武

家根源」。自序あり。『国書総目録』によると明

前ヰlj本あり。

8-21ホ1 大惣番号札剥落 10銭

ヤ7 モトカンスケヒデンノ

30300 山本勘助秘停之書 半 1帳 1冊

天文14成著者未詳

写本

※表紙の右上スミに「仁コ千五」の小札あり。

8-21ヤ3 大惣番号札剥落 5銭

シロウケトリギヤウレツ＇.／ 7

30301 城請取行列集 半 1峡1冊

写本

※脇題簸iζ 「城取行列集／越後帝国／美作津山／

遠江i賓松」とある。高田は延宝9，津山は元禄

喰浜 松 は 事長9ら事。

5-17シ11 仁コ百八拾五全 5銭

リウキウジンライテウキ

30302 琉球人来朝記

横（14.1×23.6 cm) 11険1冊

写本 寛延3写

※内題は「琉球王使参府記」0・「琉球来聴雑録」を

附す（紙型やや宅お）その中ゐ（楽器園」あり。

本書の内容は承応2から寛延元にかけての琉球

書（甲）一

国王使の参府日程。

5-13リ2 め八百三拾五 5銭

ギフ シリヤタ

30303 岐阜志略萱～三 半 1帳3冊

写本

※大惣の半紙を使用。『国書総目録』は著者を松

永秀雲とする。

5-83キ5 ゆ九百五拾回全三 1円

"'1'':1ノヤソウカウ

30304 松屋叢考ー～三 大 1問6~
源輿清著，田吹重明・中野義接ほか校 文政9校

書捧不明

※ーは「三樹考」，二「三絃考J，三「歌詞考」。

各冊第1了に「本文」等の印あり。

4-69マ1 乙弐百拾弐全三 50銭

マツノヤトウリヤウジ 7

30305 松屋棟梁集初編 大1秩1冊

高田輿清著，岸本由豆流序，村田嘗勢子序，広思罪

光践 文政13刊

寓笈堂・鴫書堂

※随筆。

5-18ト1 ふ四百四拾五 15銭

ウキクサ J 7ト

30306 捧の跡 大 1秩1冊

大寂番立綱著・自序，本間諜清序，さLお？のやの

あるし践 文化14自序・刊

江戸伊勢屋忠右衛門（新橋南大坂町）

※上記書名は題簸その他による。本文末の内題及

び巻末の「大寂番上人著書梓行目録」には「う

きくさのあと初編」とあり，また同目録に「二

編」「三編」の予告がある。裏見返しに「無事

嘗婦散」等の大野屋の広告。表裏の両見返しに

落書き多数。『国書総目録』によると「旧蹟異

聞」「淡海随筆」「捧跡奇聞淡海随筆」の別題あ

り。本書原題簸には「一名 旧蹟紀聞」との書

込みあり。

4-69ウ1 こ弐百六拾七全 20銭

30307 濁語 大 1冊

太宰純（春蓋）著

写本

※随筆。題策に「太宰先生」と書込みあり。見返

しに「三番」と記す。

10-05ト5 こ三百八拾壱 5銭
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ジユシタ曹長’ヤジデン

30308 春秋酒子停
木芽田楽著，唐来山人序

写本

冊

成

秩

序
1
船

5

小
川
政寛

※題策には「春秋左氏惇」とある。酒落本。

4-43カ17 へ六百弐拾七 5銭
千（ミセケチ・朱）

バカ守：：－=-::-
馬鹿アツタキカゥ・

30309 三人熱田紀行・

初春 7タピキ・エY打ヒクワン

滑稽 福美記・艶道秘巻

小1帳1冊

写本

（熱由紀行）奥井平治良・六浦聾太郎・登六才治良

著・自序

※本文内題「滑稽熱田紀行」。

（福美記）紀少将有兼著，杉原半平序

※序題「滑稽福美記」。

（艶道秘巻）途呂九斎主人著

4-43ア2 へ六百弐拾八 5銭
千（ミセケチ・朱）

文化4序

キ記
J

之
ィ
uu
日

ケ
三
日

れ
参ジ寺

り
目
著

’’
ιト
Z
J

－、、，，

mp恥
嬬

月

風

向

側（

本

0

亭

写

咽

i

’uu

A
A
L
n
K
M
a
 

ω
無

冊

書
1
）
奥

帳
m
5

1
q政

中

文

※滑稽本。『国書総目録』によれば，一名「能知

亭折助噺」。

4-43ア24 へ六百四拾九 5銭
千（ミセケチ・朱）

イセザングウキカウ

30311 伊勢参宮記行上・下

栽花園翠竹著・自序・白践

写本

冊
）
成

2
M
M
H
 

秩
α化

1

文

中

※巻頭書名は「伊勢記行」。滑稽本。絵入り。

4-43ア4 へ六百五拾 15銭
千（ミセケチ・朱）

ケイセイカイシダ 7，、ッテ

30312 軽世界四十八手 中1峡1冊

撤芽田楽著・自序，大文字屋濁り息子序

寛政12序・成

写本（草稿本か）

※目録あり。絵入り。裏見返しに「書韓蔦舎

梓」とある。

4-43カ3 へ六百三拾八 5銭
千（ミセケチ・朱）

書（甲）ー

, ....ノィ，、I ト

30313 天岩戸 中1峡 1冊

旭亭主人著，雪野序，山西主人序，市青田楽序・

画 寛政8序（埜見祐），享和元序（田楽）

写本

※巻頭内題に「滑稽」と角書あり。巻末に山東京

停作と記す。

4-43カ1 へ六百三拾四 5銭
千（ミセケチ・朱）

アラオリ
非主 マヒイセワ

30314 議憐意齢、 小1映1冊

淑芽田楽著・自序・自殿，満寿井豹恵序

寛政13序・践

写本

※酒落本。原本振仮名は「まいゐせう」。題策に

「大のや惣八」と「客」の会話を記している。

扉の絵に彩色を施す。

4-43カ38 へ六百弐拾九 5銭
千（ミセケチ・朱）

ナンエキヤタワウノタマ

30315 南騨夜光珠 中1峡1冊

嚢斎主人（石橋庵真酔）著・自序・自肢（図井山人）

文化4序

写本

※酒落本。

4-43カ32 へ六百弐拾九 5銭
千（ミセケチ・朱）

タウリウメウシユ
’普計七お スゴロタキシナウセウ

30316 5芋 繁陸錦嚢抄

大原芳蔵菊雄著・自序

中11快1冊

文化8刊

京吉田新兵衛，江戸須原茂兵衛，大坂魚

寄本三郎・大野木市兵衛（心斎橋通安堂寺町南

エ入西側）

※墨書題簸「隻六錦嚢抄」，上記書名は内題によ

る。巻末10丁と裏見返しに大野木市兵衛の書籍

目録がある。

8-64ス1 ち七百六十壱 10銭

シヤウギゴシギY

30317 将莱五四銀

鈴木玄将著

書庫不明

※原題策「象仁コ四銀」。「ミミチカ」の朱印あり。

冊
）
刊

l
m一克

峡
q
延

1

寛

中

8-64シ2 ち七百五拾八 5銭
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一雑書（甲），雑書（乙）ー

チンテキモYダ7

30318 ちんてき問答

著者未詳

書捧不明

※見返しに落首。裏見返しに「河野彦」と書込み

あり。仏教に関する問答書。

1-26チ4 大惣番号札剥落 15銭

冊’E
a
a
 

中

シヨザツりヤウザイ

30319 書札良材 （上・下）

横（8.6×19. 2cm) 2冊を合間afffi
元禄16刊

山口氏書堂

※題策剥落。 2冊を表紙ごと合綴しているが，下

を先にし上をあとにしている。

4-09小別大惣番号札剥落 5銭

ケイザイロタ

30320 経済録ー～五

太宰純（春蓋）著・自序

写本

※10巻より成る。

2-42ケ3 大惣番号札剥落 30銭

冊
）
序

5
m
u
 

大
q
保古

Z
d

ソライセンセイグン，守7 7 シンシヨ

30321 但係先生軍法不審書 半1映1冊

物茂卿（荻生但凍）著

写本

※題策は「軍法不審問答鈴録外書」。内容は， 聞と

して「軍法不審燦々」（ 6丁），次にその答「十

箇燦書添J(26了），続いて稲葉通邦著の「軍学

不審問答之後評書」（30丁）。大惣の半紙を使用。

8-21ク8 た八百三拾壱全 8銭

30322 尾張圏之謡

写本

※「八銀・あはて森・園田・草薙」の4曲をおさ

半 1峡 l冊

める。

4-27オ1 ゆ六百七拾八 12銭

，マツスイプダウジヨシ Y'./"7 

30323 抜卒武道初心集
大道寺祐山著，久雄抜粋

写本

※本文途中に「右是まて上巻下巻（中巻の誤か）

の抜書也，是より下巻也，不残写申候」とある。

大 1映1冊

享保12奥書

8-21フ12 て百四拾弐 15銭

ヘイハフモジダ7

30324 兵法問答

著者未詳

写本

※題簸に「板行とハ違ひ申候」と書込みあり。表

紙右上スミに「仁コ百弐十四」の札が貼られて

大 1峡1冊

いる。

8-21へ4 て百三拾八 15銭

ユホンシユヅ

30325 日本主園巻之ー～七 大 1峡7冊

山県大弐著

写本

※図は附属図書館蔵の『主園合結記』と一致する

が，解説については抄記する。図に筆彩。城郭

絵図面集。題策は書名を「日本主圃巻」と誤る。

著者名は『国書総目録』による。

8-22ニ1 き弐拾童全七 75銭

クワンカイイプ Y

30326 環海異聞一～十五 大2朕15冊

大槻茂質（磐水）間，津太夫等答，志村弘強沼諜）

記 文化4成

写本

※作者等および成立年は『国書総目録』による。

絵入り， 多色筆彩。 31040に『環海異聞略』あ

り。

5-89カ3 大惣番号札剥落 60銭

雑 書（乙）

ヤマガキ ・オホハラキ

30327 山家記・大原記

大 1峡2冊を合額1冊

木下長晴子著（山家記） 正保4刊

京村上平楽寺（二候通玉や町）

※題簸改装。

4-23ヤ3 千五十→ 10銭

ジンコベ Yワタダン

30328 人狐鉾惑談 大 1秩1冊

陶山尚迫大禄甫著，頼山陽序，後藤徴序

文政元序・刊

京 林擢兵衛（寺町通二僚下ノレ町）

※「凡例附言」あり。表紙に「奇談」（朱）の貼
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紙あり。題簸に「伯州雲州」と角書あり。見

返し内題下に内容を紹介。

4-47シ9 あ七拾五全 15銭

トウセ Y キダン

30329 登仙奇談ー～五 半1峡5冊

寧角粛著・自序 天明 5序・刊

江戸前川六左衛門（日本橋南江三町目），大坂

川内屋喜兵衛（心斎橋，馬喰町北江入），京 川

瀬屋忠助（堀川通下立売角）・永原屋利左衛門

（堀川通下立売上ル町）

※画入り。朝比奈義秀の奇謹。「名古屋大津町

六丁目 三河屋甚九良」の印，第3冊にあり。

4-42ト5 大惣番号札剥落 35銭

シンカン

上・下

主宰 ミ ノ プカガ

制みのぷか〉み30330 

半 11朕2冊

洛陽沙問著・自序 貞鍔色元謝料j

井河治郎兵衛・駒井五郎兵衛

※序文に「身延山根元記J，巻頭の内題「身延鑑」，

柱書「ミノフ」。上冊に巻之上，下冊に巻之中

・下を収める。巻首に目録あり。画入り。

1ー22ミ2 よ七百五拾五合弐冊 20銭

ホウライヒノデノエ ピ

30331 蓬莱蟻海老 半11快1冊

也来人著・自序 享ぷ払IJ

江戸伏見屋藤三郎（通本石町或丁目），大坂

伏見屋藤三郎（高麗橋萱丁目），京藤屋小

左衛門

※巻末に嗣出の書目を記す。戯文。扉iζ画あり。

原題第一部分のみ残る。

4-25ホ4

ノモリノカガミ

30332 野守鏡 査～四

伝源有房著

江戸松葉清兵衛

大惣番号不明 10銭

半4冊

元禄3刊

※文明11の藤原親長の識語を有す。画入り。中世

の仏教的歌論書。

1-26ノ1 れ百九十八 40銭

ザタヤコノイマイリスガタ・

30333 盛梅今入姿・
ナ デホンチユウシ Yグラナナヤタアタリゲイヒヤウ

俵名手本忠臣蔵七役嘗審評

半1秩2冊を合綴1冊

著者未詳

書（乙）ー

（盛梅今入姿）大坂本屋清七（心斎橋塩町角），

（七役嘗襲評）大坂河内屋太助（心斎橋唐物

町）・阿波屋文蔵（三ツ寺筋北江入）

※彩色絵入り。中村歌右衛門の評判記。

8-66サ 1 う八百三十七全萱冊 10銭

30334 絵本武将記録 上・中・下

半他3冊と合1秩3冊

宿屋主人序 寛政2序・刊

江戸蔦屋重三郎（常盤橋御門本町筋北エ八町

目通油町）

※末尾に耕雲堂蔦屋重三郎の絵本目録を付す。画

工，北尾紅翠粛恭雅。 30336『絵本武将一覧』

と合帳。

8-44エ28 う三百弐拾六 30銭

ヱホンタマノイケミヅ

絵本玉池水上・中・下30335 

半他1冊と合1秩3冊を令怒）1冊

一陽井素外著・自序 寛政5自序

江戸蔦屋重三郎（常盤橋御門本町筋北エ八町

目通油町）

※末尾に「耕雲堂蔵絵本目録」を付す。 33360『絵

本黄昏草』と合l快。

8-44エ7 う五百六拾弐 3円

30336 絵本武将一覧

半他3冊と合1秩3冊

北尾紅翠粛画，第1冊伯楽宿屋主人序（天明 9), 

第2冊伯楽橋南宿屋主人序（寛政2，刊年も），第

3冊四方山人序（天明 6，刊年も）

江戸蔦屋重三郎（本町筋北エ下Jレ八町目通油

町）

※原題策は3冊とも上記見出しの通り。内題は，

第1冊「歴代武将通鑑」，第2冊なし，第3冊

「繕本八十宇治川叙」。第1冊末に耕書堂主人

が「前後の篇いまた成らす先中編を出して」と

記す。第2冊の内容は30334『槍本武将記録』

と同じ。同書と合l快。

8-44エ27 う三百弐拾弐 50銭

タワダンカウモタ

30337 花壇綱目上・中・下 半3冊

水野元勝著（自序か） 元禄4刊

浅野久兵衛・村井九良兵衛・山本八兵衛

※序文・目録に3丁の欠丁あり。冒頭の内題「花
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段綱目」。花の栽培法を記す。

9-25カ3 大惣番号不明 35銭

ホタルズイヒツ

30338 登随筆上・下大1秩2冊を合綴1冊

洛下隠士序 貞当8年・刊

京中村孫兵衛（高辻通雁金町）

※両冊見返しに「実厳」と墨書。末尾lと「安説

成九月求之」と墨書。画入り。践あり。仮名草

子。「仁コ千百五」の小札あり。

1~34ホ I と弐百拾番 35銭

ケイヅデンキ
系園 カセンキンギヨタセウ

30339 惇記寄仙金玉抄上・下

半 1峡2冊

洛陽散人山雲子著・自序 天和3序・刊

金屋半右衛門

※下冊原題簸，抄字を「紗」に作る。画入り。大

惣番号とは別の番号の小札あり。

4-22カ5 ふ弐百四拾三全弐 40銭

新版 アカゾメエモンアヤノテグルマ

30340 繕入 赤 染 衛 門 綾 輩 一 ～ 五

大1秩5冊

宝暦4序・刊一瓢軒著・自序

書韓不明

※画入り。浮世草子。旧蔵者「油塩平」「口河屋J

「京三」「瀧」の印あり。

4-42ア3 あ三百弐拾九 80銭

テンヂタシンヅ
不佐 プツコ夕方ウショウ

30341 鍾画 f弗園考詮 大 1峡 1冊

朝夷厚生著・自序 文ィ~l1i忌品￥ltu
静観堂，尾張煙霞棲蔵板

※図入り。

5-81フ1 大惣番号札剥落か 15銭

テンセキガイケ y

30342 典籍概見 大 11快1冊

東都随縁道人口説，門人天心筆記，三縁山沙門大架

序・校，縁山賓松沙門海雲践 宝前4住・殿・刊

大坂躍川清右衛門（心斎橋順慶町），京 西

村市郎右衛門（堀川錦上ル町），江戸西村源

六（本町三町目）

※表紙に「目」（朱）の小札あり。

4-49テ3 や四百六十三 15銭

書（乙）一

エゾキジ

30343 蝦夷紀事 大 1峡1冊

著者未詳

写本

※元文2～3にかけての蝦夷での見聞を記した由，

奥書にみえる。

5-83エ1 大惣番号札剥落 15銭

エゾシ

30344 蝦夷志

源君美（新井白石）著・自序

写本

※表紙「漂」の小札あり。画入り。題簸剥落。

5-83エ2 大惣番号札剥落 8銭

冊
）
序

1
初

5

秩
α保

1
享

大

オランダツウハタ

30345 和蘭通舶ー・二

司馬江漢著，北正山本信有序

江戸春波棲蔵板

※画入り。

冊

刊

ワ
u

・

峡
J
序

l
m
2
 

大

α化文

5-88オ1 大惣番号札剥落 50銭

サンゴタツウラン

30346 三園通費 2峡，大1冊および図 5葉

林子平著・自殿，桂川市周序 天省7~5長，部6年
写本

※江戸須原屋市兵衛（室町三町目）天品7~6flj本
を筆写したもの。画入り。内題「三園通覧園説」。

「謹接壌形勢考園」「朝鮮八道園」「謹ヲロシ

ヤ境園」「琉球三省三十六島園」「謬無人島大

小八十儀山国」以上5葉の図を付す。題簸下部

に「園五枚口口jと記す。

5-81サ 1 て八百四拾三番全e仁コ 25銭

30347 神園神字耕論 大 11扶1冊

金龍敬雄・空華老大和上著，尾張八事山門人等和南

序，参州貞照院費圏寺穏岡明肢

安ぷ？話語，品7~9年， 1=JtJ7~0tlJ
江戸山崎金兵衛，大坂大野木市兵衛，京

出雲寺文治郎・沢田吉左衛門・梶川七郎兵衛，

尾州沢吉兵衛・津田久兵衛

※金龍の「駁以呂波間耕」（安永 7) と空華老大

和上の「金杵擢駁」（安永7) とを合わせ1冊

に編集したもの。表紙に「字J（朱λ 「千四百

二十六」（墨）の札あり。

4-65シ1 や四百五十萱.10銭

n
d
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コンヨゼンヅセ ツ

30348 坤輿全園説 大他1冊と合1秩1冊

稲垣子霞著，橘春嘩（南諮）序，一岡山人骸

享和元序，同2践

書韓不明

※序践には「坤輿園説」と記す。世界地誌。絵入

り。同版別本と同l快。

5-80コ1 さ千五百八全 10銭

サ..，，，守7

宝歪 カ イロ ア Y¥ Yロク

30349 往海路安心録 大1冊

坂部蹟酔著・自序 文イ·~11~年・刊
名古屋永巣屋東四郎（本町），江戸大坂屋

茂吉（日本橋一丁目砥河岸）

※巻末に「方向表」を付す。画入り。

6-07カ1 大惣番号札剥落 10銭

カダウタイオンキ

30350 歌道戴恩記上・下

松永貞徳著，松永昌易序・践

写本

大1秩2冊

※下冊末に「天和二年成正月吉旦」と墨書。同年

刊の版本の写本か。上冊巻頭に松永昌易の序肢

を載せる。巻頭の内題「載恩記」。上冊見返し

に「此書一名寄林雑和集と云」（墨）の貼紙あ

り。上冊表紙に「口三十三」 「松永貞徳」の小

札あり。

4-22タ 1 ふ三百七十三全弐 30銭

チカマッハンジ

近松 ヒトリサパキ

30351 半二濁判 断 半1帳1冊

近松半二著，疎瀬堂仙人序，紀上太郎践，栗粛践，

梅育践，逸名氏駿 天明 7序・殿・刊

京山田屋卯兵衛

※疎慨堂仙人の序は傍訓を付した白話文による戯

文。紀上太郎の肢は「近松半二遺草践」，栗粛

の践は「半二遺草践」。見返しに画像あり。

4-25ヒ2 そ千六拾弐全 12銭

ホクダツモノガタリ

30352(1）北縫物語 大1秩（2）と合綴l冊

写本

※寛永21年，韓担へ漂着した越前の船の，同地・

大明・朝鮮・対馬における見聞録。（2）参照。

5-89ホ2 め九百三拾六番全（2）共15銭

キ
記
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流
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吋
園
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ω
一
件

q
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nu 
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大1秩(1）と合綴1冊

安永9成

書（乙）一

※安永3年，尾州の甚助なる者が出奔して仙台で

船iζ乗り，中国へ漂着して帰国するまでの見聞

録。大惣の用紙を使用。

5-89ホ2

30353 蝦夷噺聞書・蝦夷地騒動一件・
ヲ ロ V ヤイツケン

ヲロシヤ一件大1峡3冊を合綴1冊

（聞書）写本 寛~7~4与
※太黒屋幸太夫等の聞書。表紙に「漂」の小札あ

り。

（騒動一件）写本

（ヲロシヤ）写本

5-83エ6

文化4成

め九百四拾九全 10銭

30354 非神字耕論
蓬莱逸民著，竺法澗序

写本

冊
）
序

1
m一克

秩
α明

1

天

大

※巻頭の内題は「非神園神字耕論」。「神字耕論風

説集」（出放沙門大天著）を付す。大惣の用紙

を使用。

4-65ヒ1 大惣番号札原欠か 10銭

ミチ ） yヲリ

30355 道枝折 半1峡1冊

法橋昌伴著，法橋昌敦序 延享2写

写本元長写

※初心者用の連歌作法書。筆写の事情は奥書lと詳

しい。後補題策に「連歌初歩」と添え書きして

いる。

4-24ミ2 表紙改装のため大惣番号不明 5銭

ガイリュウベンダ Y

30356 骸竜耕談

花秦愚庵著，美野重瀞富泥序

写本

冊

序

秩
）
成

1
M
ω
9
 

半

α永安

※もと附属図書館にあったときの配架番号「6-

21カ 5」。本文の内題に「尾州晩鐘山両龍之賞

説」の角書あり。図1葉を付す。尾州の山にて

発見された竜のしかばねにつき，甚内なる者が

信州でそれを射た経緯を述べたもの。名古屋の

書林伊勢屋忠兵衛の印あり。

薬G6 仁コ九番 10銭

サンカテウチユウカ

30357 山家鳥虫歌上・下

半1秩2冊を合嬢1冊

q
d
 



－雑書 （ 乙 ）ー

天中原長常南山輯・自序 明和8序

上冊は版本（書庫不明），下冊は写本

※後水尾院が寛文年聞に諸国の盆踊の唱歌を集め

させて成ったという説を奥書で柳亭種彦が述べ

ている。絵入り。原題策に「上」とあるのを「全」

と墨で訂正。

4-29サ 4 そ千八拾全査 20銭

誕illホンテウス－.－ 7カガミ

30358 天本朝相撲鑑
洛陽散人著・自序

一～五半5冊

天明 7刊

京菊屋安兵衛（寺町通三条上ノレ町）

※上記書名は原題策による。目録と本文の内題は

「本朝勇士鑑」。第5冊末に「板行目録」 4丁

を付す。画入り。

8-76ホ 1 口百六十五全部五冊 50銭

Z ホンプワウグンダ y

30359 書本武王軍談巻之ー～五

曲亭馬琴作・自序，北尾紅翠粛画

仙鶴堂

半 1峡5冊

寛政13序

※第5冊末に仙鶴堂の書籍目録あり。画入り。

8-44エ26 大惣番号札剥落θ 50銭

エホンヒメツパキ

30360 槍本女貞木上・（中・下）

半他1冊と合1峡3冊

文華堂西川自得史祐信著・画・自序 l 延享2序・刊

京菊屋義兵衛（寺町通松原下Jレ町）

※第3冊末に菊秀軒の「槍本類書目」を付す。見

聞き 1面に 1話，絵を主にして話を添えている。

8-44エ25 う五百六拾九θ 1円

チヤウゴンカνンセウ

30361 長恨歌新抄上・下

半2冊を合糠1冊

著者未詳 元禄2刊

江戸平野屋清三郎（日本橋南一丁目），大坂

荻野八郎兵衛（思案橋東一丁目）

※巻頭に「長恨歌停」を置く。その末尾（ 7丁ウ）

に「長恨歌の意ハ人の淫乱女色に溺る〉を歎く

余り女乱白楽天の作れるなるへしと爾云浮礼

主人虻述」と墨書。絵入り。

4-08チ15 大惣番号札剥落か 15銭

ゾウホジヨジユウ

増補 プツザウヅヰ

30362 諸宗悌像園美査～五半5冊

土佐将曹紀秀信需品。戸序，義山需7 ) （附

元禄3序・肢，天明3自序，寛政8刊

京大文字屋輿三兵衛（高倉三条上ル二町目）

※元藤3の逸名序あり。序題「神悌霊像園嚢」。

目録題「増補｛弗像園嚢」。第1冊目録， 第 2～

5冊画図。第1冊見返しに「大六百四号四冊」

（朱）の印あり。第1冊は他の4冊よりひとま

わり大きい。

1-26フ3 大惣番号不明 50銭

ジヨタニンヅタシウタアハセ

30363 職人童歌合上・中・下

半11快3冊

筆慮秀翁序 延事元序・刊

京 丸屋市兵衛・新屋平治郎・唐本屋宇兵衛

※「七十一番職人歌合」と同じ物。画入り。

4-23シ6 ヒコ四十七全三 75銭
エホンジツゴケウ

30364 絵本賞語教上・中・下

半他1冊と合1秩3冊

北尾雪坑斎辰宣著・画

抱玉軒

※各絵に読者による色塗りあり。下冊末に抱玉軒

の絵本類書目録を附す。

8-44エ5 う弐百拾弐全三 30銭

エホンムシヤヲサラギザクラ

30365 槍本武者大悌楼上・中・下

半他6冊と合1秩3冊を合綴1冊

臥山人江文披著・自序，下河遺拾水面 (1776) 

安永5序・刊

江戸須原屋茂兵衛（日本橋南童町目）， 大坂

柏原屋嘉助（心斎橋南久宝寺町），京菱屋

治兵衛（寺町通松原上ル町）

※序題「轄をさらき桜」。巻末に菱屋治兵衛版の

絵本目録を付す。 3冊を表紙ごと合綴。

8-44エ32 う三百三拾四 30銭

エホシムシヤヒヤウパ y

30366 絵本武者評判壷～五

半他2冊と合1秩 5冊

ひら著・自序 正徳6序，寛政6刊

京仁コ

※刊記，書障名を削つである。「なすの与市扇の

的」など26話をおさめる。柱書「武者揃」。

8-44エ33 う三百弐拾萱全部五冊 50銭

- 40ー
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ヒジヒヤタセ Y

30367 秘事百撰 小1峡 1冊

智徳粛著・自序 刊年不明

大坂船越敬祐（北久賓寺町四丁目）

※遊戯指南書。上巻・下巻より成る。 「θ棒ょせ

の法②板のうへに難卵を立る法」など。画入り。

8-85ヒ2 大惣番号札剥落 5銭

、ッュメ 7 ジ ミソガ

30368 初夢富士見曽我上・下半1秩2冊

立川荒馬著・自序，松高粛春亭画 (1812) (1813) 

文化9序，同10刊

大坂塩屋長兵衛，江戸鶴屋喜右衛門

※絵入り根本。

4-31ハ2 む百弐拾七番全弐冊。 40銭

カJレタチハナ シ

30369 軽口はなし 半他1冊と合1問3!fil
十返舎一九著・自序 享和3序

江戸駿河屋半兵衛（通塩町）

※朱字にて刷られている。絵本。巻末に「嬢養

生惇記」の広告あり。「大惣」と刷り込んだ題

簸を使用。

8-67カ3 う七百弐拾九 10銭

ハデスガタキチヤムスピ

30370 艶姿吉璃結上・下

葛葉山人正二著・自序，勝川春亭画

書韓不明

※合巻。延文の頃の女歌舞伎役者冨の川吉弥を描

く。 6 巻より成る。巻頭内題には「搭~~~」
の角書あり。

半 l秩2冊

文化13序

4-41カ34 の三百拾九う 20銭

ゼンタイヘイキ

30371 前太平記目録H・ー～二十

半3秩21冊

藤元元著

書韓・刊年不明

※40巻より成る。第1冊は目録。画入り。 32264

参照。

4-41サ35 た七百六拾番 1円

ユチレンジヤウユンミノリノウミ

30372 日蓮上人御法海 半 1冊

著者未詳

書鼻・刊年不明

※黄表紙。刊記なし。「黄表紙冊子」第10画に他

の黄表紙本多数と共に入る。

4-43サ10 う六百四拾弐 10銭

書（乙）一

ヨウガンピエンカウ

30373 容顔美艶考乾・坤 小1峡2冊

「故並木正三遺惇， 浅野高造補著J，雅山太夫序，

かなふ現子践 文化11践

大坂前田嘉右衛門（桂町）・塩屋卯兵衛（南

久太郎町J心斎橋西入）

※題簸・巻頭の内題に「嘗世化粧」の角書あり。

画入り。色刷口絵5葉あり。

3-47ヨ1 ほ八百三十番全弐 50銭

グンパイハナズ.，，.7

30374 軍配花相撲

選者・編者未詳

書庫・刊年不明

※笠附・前句附句集。

4-25ク3 大惣番号不明 10銭

小1帳1冊

ヨ主 サクラダヒユヘン

30375 嵐さくらたひ二編

水魚ifFil選， 烏苧序，信濃国松代蘭薫亭践

書韓不明

※川柳集。本文中lζ 「甲申正月十五日開巻」とあ

小1峡 l冊

文政7序

る（文政7が甲申）。

4-25サ2 ほ七百八十七全 5銭

J、ィヵィ ，、イカイ

はし、ヒノキカサ・はいコガネノカ 7

30376 かい比野木可佐・かい黄金釜

ほか※参照 小 1r扶1冊

芳竹斎止雀点 （比野木可佐）寛延4刊

伊豆秀玉堂（三嶋六反田町）

※上記書ほか撰者・出版書障のそれぞれに異なる

奉納前句附集多数を合綴。墨書題策は「ひの木

可さ」。大惣番号「ほ」の右に「う」と墨書。

4-25ヒ1 ほ弐拾萱 5銭

践篇蓋

円
折
一
此

υ
搬
時編

7

逸

幻

紀
初

慶

冊
｝
序

1ω
日

峡

α暦
1

宝

江戸口村藤三郎（通本石町三丁目角）

※三編。後補題祭に「初編」とあるのは誤り。大

惣番号「ほ」の右に「う」と墨書。雑俳書。

4-25エ2 ほ弐拾番 3銭
エホンヲ トナアソピ

30378 絵本をとな遊ひ上・中・下

半1帳3冊

兵三之著，姻水山人画，山東京停序，南無阿弥堕物

践 寛政4序・践

たわらや太郎吉

- 41ー
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※遊戯。上・中冊は画。下冊はその解説だが，画

に出るもの42条，出ないもの 8条。

8-64エ3 う六百五拾五θ 30銭

ヂヨチユウミチシルベ

30379 女中道知遺ー～五

横（12.8×18.4（泥？ 5冊

著者未詳，「無名氏」践 正徳2序・践

京小河多左衛門（六角通御幸町西へ入町）

※逸名序あり。第1冊原題祭に「女名目抄」とあ

る。序には「女みちしるぺ」と記す。画入り。

1-85シ1 ち千百三十八 40銭

ヲンナシシヨゲイモンヅ エ

30380 女四書義文園舎花・鳥・風・月

大4冊

清原宣明編・自序，村田嘉言画 天保6刊

江戸 須原屋茂兵衛（日本橋通査丁目）・小林

新兵衛（同二丁目） ・岡田屋嘉七（芝神明前），

京勝村治右衛門（寺町松原），大坂秋田屋

太右衛門（心斎橋通安堂寺町）

※第1冊「曾大家女誠園舎」（柱題「女誠園舎」），

第2冊「曾大家女論語圏曾」（柱題「女論語園

舎」）， 第3冊「鄭氏女孝経園舎」（柱題「女孝

経園舎」），第4冊「明孝慈列女停園舎」（柱題

「列女停園舎」）。各冊巻頭に序あり。

1-85オ5 さ二百廿五番全部四冊 60銭

シヨタゲンセウキキガキ ・シヨタゲンセウセツカイ

30381 職原齢、問書ー～八・職原紗拙解

九～十一・附録 右おF
林鷲峰講，与志多幸庵（分宜）撰・自序（寛文13,

以上戸書），三宅帯万編集・自践，高橋清廉宅ssl
宝9，以上拙解） 天和元刊

京銭屋儀兵衛（堀川通西吉水町）

※「職原紗拙解」の巻頭の内題は「職原妙追加拙

解」。「職原紗聞書」第1冊見返しに「親房系統

園」を記し， 「紫川亭蔵書／前公文度曾神主惟

親家蔵書」と墨書。本文中書込み多し。

2-03シ4 大惣番号札剥落か 1円

ケイチヤウェツキ

30382 慶長日記

著者未詳

写本

※慶長3から元和元までの記録。見返しに「慶長

日記／関ケ原陣ヨリ大坂陣ノ終迄書記候貫録

大 1峡 1冊

書（乙）一

也」と墨書。第1丁破損。

5-11ケ4 大惣番号不明 25銭

テウヤキジ

30383 朝埜紀事春・夏・秋・冬大1秩 4冊

畑維龍著，拷亭源之照序（文化 5），藤原憲序一〔同

（？；：大原翼雲践（同 4) 文ィt~6：刊
京佐々木惣四郎・林伊兵衛・葛西市郎兵衛・

林安五郎，江戸津北伊八郎，大坂松村九兵

衛

5-16チ 4 や九百五十五 50銭

ハナノシガラ

30384 花のしからみ 大 1略ふF
菅原定理著・自序・自践 天保9序

名古屋永楽屋東四郎（本町通七丁目〉， 江戸

同出店（日本橋通本銀町二丁目），濃州 同

出店（大垣本町）

※国学書。別名「妙ふり出し」。「製本略目録」

（約300部）を附す。

1-05ハ 2 ふ八拾七全壱 15銭

ヤ7 ポコユライキ ・ギヲンエサイキ

30385 山鉾由来記上・下・祇園舎細記

半 11快3冊

宝暦7刊

京 めと木屋勘兵衛（四条通寺町西へ入町）

高屋仁右衛門（祇園石だんの下） ・山本長兵衛

（二憐通御幸町西へ入町）

※柱書はそれぞれ「祇園舎記」「祇園舎園」。新装

の題簸，後者書名を「祇園舎祭記」と誤る。祇

園会の解説と絵図。購入価格は，「細記」が15

銭，「由来記」が30銭で計45銭。

京キ72 そ九百拾六番・そ九百六拾七共三 45銭

タワンノウコホンロタ

30386 勧農固本録上・下 大2冊

万尾時春著・自序，謙亭序，平常再戸

事保10序（3っとも）

江戸小川彦九郎（日本橋二丁目）

※小川彦九郎刊の目録を載せる。

9-21カ l 仁コ百七 15銭

チユウギスイコデン

30387 忠義水j許停ー・二

施耐庵集撰，羅貫中纂惰，李卓吾序

京林九兵衛

※第十回まで。巻頭の内題「李卓吾先生批結忠義

冊
）
刊

2
m
日

映
α保

1

一早

大
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水嵩惇」。

－雑書（乙）一

4-45チ 1 や五百七拾四 25銭

駿一房英

w
窟
註

制
対著

8

成

お

文
ω
張

冊
）
践

1
m
3
 

峡

α保
1

文

大

書韓不明

※践文の「文保三年J上に朱で「貞享元年迄三百

六十年余Jと書込みあり。

4-45ユ1 や五百六拾九 20銭

ヱホン 7タタユカイ

30389 董本福毒海

横（16.2×27.8 cm) 1秩1冊

保井恕庵著・自序，大森捜雲子画 mm n a 
享保16序，同19刊

京 山口茂兵衛（銅舵坊）

8-44エ30 大惣番号不明 40銭

シンチヤウキ

30390 信長記萱～四 大1秩4冊

大田和泉守牛ー「輯録」，小瀬甫庵道喜居士「宅時」

・自序 寛永元刊

書捧不明

※15巻。巻末に「自汗集Jを付す。

5-10ノ1 て四百三拾弐全四冊。 60銭

シロウトキヤウゲン
素人 モンキリガタシヨカウ

30391 狂言 紋切形初稿上・中・下

半 1峡3冊

式亭三馬著・自序，歌川圏直画文化9序，同11刊

江戸蔦屋重三郎（通油町）・越前屋吉兵衛（室

町二丁目） ・山崎平八（筋違御門通平永町角）

※巻之上・巻之下より成る。巻頭の内題「素人狂

言紋切形初編」。巻末に「古今百馬鹿」「美濃奮

衣八丈締談」の予告あり。上冊題策iζ 「或番」

（墨）の小札あり。

4-43シ3 む百五十五全部三冊 25銭

シモフササクラ
下絵 ホツ夕刊ドウジツロク

30392 佐倉堀田騒動賓録乾・坤

半 1峡2冊

写本

※上記書名は題策による。目録の題に角書なし。

「巻之一」巻頭内題は「下総国佐倉騒動実録」。

事件は寛永～正保。

弐百（朱）
4-41シ21 み百四拾六全弐 20銭

サウメイセキトクコタジカイ

30393 治演尺蹟園字解 上之上・上之下・

中之上・中之下・下・下之下・附記半2需品F
大津春弘著 明和3成

写本

※内題には「槍演尺蹟解」「槍演先生尺臆」とも

ある。

4-04ソ4 よ百九拾弐全七 20銭

キショウホン

30394 騎士用本上・中・下・園説（完）

（東・西・南・北） 0 ) 大 1秩4冊

開重秀（士秀とも）著・自序（文化2），宇野保定序

（同 3），寺尾良顕序（同3），舟木種徳践（同 3)

文化10刊
京植村藤右衛門（堀川通高辻上），大坂河

内屋太助（心斎橋筋唐物町），金沢塩屋興三

兵衛（観音町） ・八尾屋利右衛門（南町）， 江

戸須原屋茂兵衛（日本橋南一丁目） ・須原屋

伊八（下谷池之端仲町）

※凡例（文化3）は門人賀古清成による。

8-21キ2 て四拾七全四冊 40銭

ホyテウ
升t カ7ケンロク

30395 萌甲剣録天・地・人大1峡3冊

加治盈亮（景長）伝，杉本保長絹，新藤信興訂・序，

腺淳時駿 宝暦8序・刊

江戸浅倉久兵衛

※第3冊裏見返しに「子時賓暦八年喜正月吉旦／

三浦氏蔵書」と墨書。旧蔵者朱印もある。絵入

り。

8-22コ2 て五拾四全三 35銭

ヤクシヤサンジ 7ロタタワ・栓ン

30396 俳優三十六花撰 大 1秩1冊
歌川園貞画，柳亭種彦序，司馬園老人政

天保6序・刊

江戸西村屋輿八（馬喰町二町目角）・中村勝

五郎（四谷停馬町三丁目）

※裏見返しに続編予告と「京橋南停馬町坂本氏

製」香の宣伝。青・薄墨の色刷。

8-66ハ4 大惣番号札原欠か 50銭

キカウヅヰ

30397 機巧園嚢上巻・下巻・首巻

半 1峡3冊

細川半蔵頼直著・自序（寓象主人）

寛政8刊，同9序
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一雑 書（乙）一

江戸須原屋市兵衛（室町二町目） 京柳枝軒蔵版

※からくり人形や時計のっくり方を図解したもの。 ※内題「賎箇撮記J，序題「賎巌戦記」および「賎

画入り。著者は土佐の人。序・大惣番号札は上 箇獄合戦記」。

巻に附す。

8-03キ4 に四百七十壱 30銭

オ 7ナウ声

30398 御舷歌横（13.4×19. 2cm) 1秩1冊

編者未詳

写本

※歌謡。「正月くとき」「まっそろへ」以下49曲。

4-29オ1 ち七百四拾番 5銭

J、夕プツセ y

30399 ↑専物2室 横（8.4×19.5 cm) 11快1冊

蘭斎山崎右門著．自晴m内1 'I”宵

明柑K序，同7初刊，安永2再刊

京村上勘兵衛（二条通），大坂藤屋繭兵衛

（高麗橋査丁目） ・吉文字屋市兵衛（心斎橋南

四丁目）

4-85小別大惣番号札剥落 15銭

30400 風流俗説 耕 乾 ・ 坤 半 1帳1冊

秋吟散人著・自序・自践 宝暦5序

写本 「張府書林指峰堂蔵」と奥書

※戯文。

4-25フ5 め五百八拾弐全弐0 15銭

グンJマウヒカンシヨ

30401 軍砲秘画書上・下

著者未詳

写本

※逸名序の記述によれば「家弟次郎左衛門勝秀」

の著，成立は延宝以前。

8-22ク1 大惣番号札原欠か 10銭

半 1帳2冊

タウダイシヨカヒヤタユンイツシユ

30402 嘗代諸家百人一首天・地・人

半1帳3冊

宝暦13序編者未詳

写本

※吉宗公・謹明院・水戸光園らの歌を一首づっ挙

げ解説を加えている。第六十四まで。

4-23ト4 れ百三十四 20銭

ジヅガダケキ

30403 志津↑獄記一～四 大4冊

雄山著，梅醤伊吹玄瑞編・自序，山本正信序 (1697)

元禄10序

8-28シ1 大惣番号札剥落 35銭

シザサルガタカケイ

30404 四座申楽家系

写本

半 1帳 1冊

※題策剥落。上記書名は内題による。奥書に「子

時寛政手竺年巳未八月九日，水野克忠＠」とあ

るのは書写者か。

8-65シ1 大惣番号札剥落 20銭

ワゴジュツセツ

30405 和語述説初篇上・下 半2冊

日明器苦’小林秀秋鳥）森田康平序，品F清堅序

宝暦6序（宇仁），同7序（森田），同11序（小林）

書躍不明

※儒教の故事と記紀などの日本の故事を説いた書。

1-69ワ1 や九拾全二冊 20銭

ホケンタイキウチギキ

30406 保建大記打開一～三 大1秩3冊

漕鋒宅出事伯立甫著・自序（！伝禄2），三宅絹明序

（正徳五）， 安積費践（正徳4), 土佐園谷重考17伊
説」 享保5刊

京柳枝軒茨城多左衛門

※表紙に「保元ヨリ建久マテ三十儀年之記也」と

記した札あり。

5ー06ホ1 や九百七十一 35銭

下中上
り筆

削
随
停

リ里

E

げ
秋
著罵

7

雛
ω
里

初

秋

大3冊

文化7序

京近江屋治助，大阪河内屋茂兵衛，名古屋

菱屋金兵衛，津長野屋勘吉

※画入り。

10-05シ4 乙弐百三拾 30銭

ヨロヅテガ夕方 j/ミ

30408 高手形鑑
州因子著・自序

書韓・刊年不明

※上記書名は原題簸による。序題「手形鑑」， 目

録題「万案紙手形鑑」。序にいわく 「品々の謹

文をあつめ日用に備て永代の亀鑑とする者也」。

大1冊

2-03テ5 や仁コ 15銭
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雑

キヤウソンシユツエキココロエノオポエ・
30409 郷村出役心得之費・

へイゼイジユヨウ キ・クスノキ 7ザシゲコウイツシカ タンZ受用記・楠正成公一紙家訓

半 1冊

写本

※いずれも教訓書。表紙には三書名並記の題策

（三つめは「楠正成公家訓Uとする）のほかに

「拾葬集」の題策および「叢」（朱）， 「口訓U
の札あり。「郷村一一」は大惣の半紙を使用。

1-84ク3 め三百五拾壱全 15銭

UツギへY

30410 質疑篇 大 1冊

五井蘭洲（純禎）著，中井積善序，中空積徳「序」

明治6長（積善）， 同'l7序（積徳）

大坂文海堂・金魚館

※見返しには「繋篇合刻」とあり，積徳の「刻質

疑現語序」が巻末にあるが，「現語j の本文は

ない。表紙lζ 「瑠語」（墨）「雑」（朱）の貼紙あ

り。

1-69シ12 や五百六十四θ 10銭

ヒヤタセンキハ7

30411 百戦奇法萱～七 冊
）
刊

7
m
4
 

映
は
暦

2

明

大

京小嶋市郎右衛門（室町鯉山町）

※「南昌章本清書」の漢文序，訳者（無記名）の

序あり。絵入り。

8-21ヒ1 大惣番号札剥落 75銭

ヒナガタシ 7

30412 雛形集ー～四

特大（28.9×20.6 cm) 1峡4冊

写本

※「ひな形若胸中山」「ことふき草J「千草山J「雛

形常盤山」より成る。着物の柄を集成したもの。

「雛形常盤山」は着色。図は精巧。裏見返しに

「尾州名古屋来名町五丁目津屋茂左衛門」「此

本何方にまいり候共早速御戻し可被下候頓首」

など墨書。第3冊見返しに「大日本ナコaヤ東京

赤坂通沢茂」と墨書。第4冊裏表紙に「古版

四ッ珍本の内」（墨）の貼紙あり。本の縦横の

大きさは第1冊のもので，第2冊のみ他よりひ

とまわり大きい。

8-08ヒ2 大惣番号不明 60銭

書（乙）一

シパヰパyヅケ Vフ

30413 芝居番附集一～十五 半 1峡15冊

宝暦10～安永8刊

京露屋喜右衛門・八文字屋八左衛門・正本屋

九兵衛（第4冊のみ）

※第1冊表紙lζ 「戯場檎本jとうちつけ書。第1

・2・3・11・12・14冊は刊記がない。各冊第

1丁文は第2了に「本利jの印，第1冊第1丁

iζ 「深野屋利介jの印あり。

8-66シ4 大惣番号不明 2円65銭

キヤウハイタマタ ラ ベ

30414 狂俳玉くらへ壷～八半1峡8冊

千里亭閑人選（第1冊末の記事による）

写本

※内題「狂俳附合書」。前句附・冠句附勝句集。

一部紙背に句および点印が残されている。

4-25キ15 れ千五拾壱全八冊 60銭

キヤウカスイチタシ7

30415 狂歌酔竹集

書韓・刊年不明

※江戸・三河・伊勢・長崎などの歌人が，四季の

景物・恋・雑を題に狂歌を詠んでいる。絵入り。

4-25キ7 れ四百O壱全壱 20銭

半 1峡 1冊

イツキウゼY ジイチダイキヅエ

30416 一休禅師一代記園舎壱～五

半 1~快 5 冊

棲花亭江島著・自序 嘉永6序

書瞳不明

※墨書題策の書名は「一休禅師一代記」， 巻頭の

内題は「一休一代記園舎」。絵入り（第1冊目

見返し及び巻頭3了の絵は色刷）。『国書総目

録』には，吉重・芳晴画とあり，本書は『一休

諸国物語図絵』の模刻再版という。

4-41サ 3 大惣番号札剥落 30銭

7ぢ ヂキンセウ

30417 逼地錦抄一～三・四五・六

小1峡 5冊

武陽染井野人ノ三之丞著，松賀浦の蔵六堂序

元禄7序，同8刊

京林久次郎（車屋町夷川角），江戸志村孫

七（大惇馬三町田）

※31167参照。第2冊は原表紙をとどめ，第1・

3冊も脇題簸を残している。墨書題策の巻数表

示に混乱あり，上記表示は柱書によった。

9-25チ 1 表紙改装につき大惣番号不明 30銭

aA官



ー雑 書（乙）一
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横 1冊

天保12刊

8-63小別 10銭

ヒヤウパンフデクワホウ

30419 評判筆果報

横（11.1×15.7 cm) 1 r扶1冊

六樹園宿屋飯盛判，春盛画，平秩東作序文イ（~ 58flj 
江戸蔦屋重三郎（通油町南側）

※狂歌作者評判記。表紙に「宿屋飯盛判」の札あ

り。『国書総目録』には「狂歌評判記」の名で

載る。

4-25ヒ3 へ百七十六番 30銭

ナンユヨ
!E!. チヤクイサウハフ

30420 妥着衣相法乾・神（ママ）

小1秩2冊

摂陽有山本昌著，中西剛序 享和鑓）・刊

京訟屋安兵衛（二条寺町通）・林権兵衛（同）

※衣服の吉凶判断。

8-84チ1 ほ九百弐十壱全弐 15銭

ウキョアナミロ y

30421 浮世穴見論

横（11.4×16; O cm) 1 r快1冊

嚢粛承知之助著・自序・自践 文ィgs~2長
写本

※「穴」の評判記。柱書「穴見論」。茶之湯佳作，

煎茶寂太郎，俳譜巻五郎，書書曾次郎ら「役者」

を評判する。巻末に作者の「戯編書目」を附す。

表紙に「嚢粛作」の札あり。

4-25ウ2 へ百八十三番 15銭

ヤクシヤホックウラナヒ

30422 役者発句占（上）・下

無名翁編・自序，西川氏画

小2冊

明和9刊

江戸鱗形屋孫兵衛（大痔馬三町目），京八

文字屋八左衛門（数屋町誓願寺下ル町）

※絵と発句と役者名列挙より成る書。

8-66ヤ9 大惣番号札剥落 30銭

アンセイサンへイシンネン

安政コ プゲンチヤウ

30423 丙辰平 分限帳

横（14.1×19.9 cm) 1 r快1冊

安政3成

写本

※朱筆をまじえている。

5-65ア2 ち千九百四拾三上斗リ 10銭

カタコト

30424 カ〉たこと ー～五

横 (13.3×19. 9 cm) 1峡5冊

安原貞室著・自序 慶~6~0flj
京中野道伴

※原題簸は第3～5冊iζ残り，それぞれ「偲架

言」，「閑他故東」，「仁コ古と」とある。口語資

料。

4-66カ 1 大惣番号札剥落 1円50銭

ヒナカタヰヰ ドグサ

30425 雛形ゐ井と草上・下

横・（11.0×16.1 cm) 1 r快2冊

洛陽蛸薬師井上茶仁コ（全子）著・自序

書庫不明

※内題は「為井童草」「ゐ井ど草」などとある。

蒔絵の器情伊入りで解説。r国書総目録』に

れば，宝永2刊。柱書「ひいなかた」。

8-08ヒ1 へ百五十八番全弐 75銭

ナヅケオヤ

30426 名付親

廃棄（昭和32年1月7日）

3冊

50銭

キホックチヤウ

30427 四季護句帳

反故薦果然撰・自序，徐水序

書韓・刊年不明

※内題「四季禁句牒上Jとあり，端本か。原表紙

を残して上から表紙改装。宝暦ごろ成。

中1峡 l冊

4-24シ3 大惣番号札剥落 5銭

ユフギリイチダイキ

30428 夕霧一代記初・中・後中 11快3冊

振鷺亭著・自序・自践

書躍・刊年不明

※内題「風流タ霧一代記」。読本。

4-41タn わ第四番 25銭

イ ホザキムシノヒヤウパン

30429 五 百 崎 虫 の 評 判 上 ・ 中 ・ 下

横（10.8×15. 6 cm) 1 r挟3冊

享和4刊市川白猿・談洲楼駕馬作

書韓不明

※虫の評判記。上冊表紙に「仁コつくし」の小札
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ー雑

あり。

4-25イ4 へ百七十五番 2円

エンセ yオタギセウ

30430 艶占奥儀抄

酒落斎山人著・自序・自践

松楽堂・紅仙堂蔵刻

小1朕1冊

明和8刊

※役者の紋所にちなんだ占い。彩色刷の絵入り。

見返しに「庵堂棲守軒」と書込みあり。

8-66エ2 へ八百四十五 15銭

プユウサキガケヅヱ

30431 武勇魁園舎 半 1冊

漢粛英泉画，江川仙太郎刻，桃立番木我序

名古屋片野東四郎（本町通八丁目）ほか発行

書躍として「東京」 6軒，「京都」 3軒，「大坂J
5軒が挙がる。

※絵本。見返しに「東壁堂製本書譜書目録」。柱

刻「魁園舎初篇」。刊年不明。

8-44フ2 大惣番号札原欠か 15銭

キヤウハイナカウドグチ

30432 狂俳仲人口・
，、イカイヲフノウラナシ ・ ココンタワンタジ 7

誹譜苧生の浦なし・古今冠句集

半1朕3冊を合綴1冊

（狂俳仲人口）山雪堂府川梅伽撰・自序 宝永5序

書堕不明

※絵入り。前句附勝句集。

（誹譜苧生の浦なし）安月堂泰角撰・自序

享保13序

書堕不明

※絵入り。表六句を集めた書。内題「誹譜苧生之

浦梨乾巻」。坤冊を欠く。

（古今冠句集）永田番壷洲撰 文化10刊

名古屋菱屋久八（本町三丁目）

※冠句勝句集。

4-25キ16 う百九拾四 50銭

カタキウチネモノガタリ

30433 敵討媒物語 中1冊

月池関亭惇笑作・自序，歌川園長画 文化4自序

書麗不明

※丹青刷絵題策をもっ黄表紙。乙の配架番号の函

iと他書多数とともに入れられている。

4-43サ 4 仁コ0三番＠ 10銭

ヤウキユウイチメ yオホアタリ

30434 楊弓一面大賞利上・中・下

中他2冊と合1峡3冊

書（乙〉一

丹前堂岡山鳥著・自序，渓粛英親） （蜘

文政5成，同 7序・刊

江戸鶴屋金助（人形町通新乗物町）・伊勢屋

忠右衛門（京橋銀坐二丁目）

※「槍入読本Jと見返しにうたっている。 33545

『害之程』 2冊と合秩。

4-43カ44 わ千弐百七＠ 25銭

カトウハウゲン
河東 ハコマタラ

30435 方言 箱まくら 上・中・下

中1峡3冊
大極堂有長著・自序・自駿，無着舎主人序，兎鹿粛

題言（中冊），春川五七画 文政5自序・序・刊

江戸山寄屋平八，大坂河内屋茂兵衛，京

近江屋治助（三条通柳馬場西へ入町） ・山城屋

佐兵衛（蛸薬師通高倉西へ入町）

※酒落本。美艶香の広告札あり。

4-43カ34 か弐百五拾五 15銭

7タジウキゴ
復鶴 7マノハシダテ

30436 奇語天橋立 前篇上・下・後篇上

－下・三篇全 中1映5冊

十返舎一九著・自序，陽粛豊園画

江戸露署議伊（新吉原揚屋町）

※前篇は文句s~／f. 刊，大惣番号「わ拾五番θJ。
後編は文化4序・刊，「わ拾六番θ」。三篇は文

化 5刊，「仁コ番θ」。上記書名は各編原題簸に

よる。前篇見返し内題は「喜天橋立」。角書「風

聾夜話」とも。

4-41タ1 ※参照 35銭

ジヤウタワキゴ
情花 ヤツコノコ.... ;.. 

30437 苛語奴の小まん 前篇上・下・

後篇上・下 中lr快4冊

柳亭種彦著・前篇自序，優々斎桃川画，柏番玉家前

篇序

文化3前編序，同4前編自序・後編例言，同5後編刻

江戸 山寄平八（外神田御成道平永町）・鶴屋

喜右エ門（通油町，後篇のみ）
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※上記書名は前編上冊見返し内題などによる。後

編上冊見返し内題は「簿奴の小まん」，同第1了
しんとりかえばやも申がたり

に「一名／新登利佳衣走耶物語J，上下冊内題

は「後編奴の小まん」。画工名は前編下冊裏見

返しの刊記による。後編下冊末丁の刊記では
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「優遊斎桃川」。前編下冊末に後編の予告及び

「議霜夜星Jなどの広告。後編下冊末にも「近

世怪談霜夜星」などの広告。前編上下冊題簸剥

落。

4-41タ7 わ弐十番0・わ弐十壱番θ 30銭

クワイホウチヤウレキペンラン

30438 懐 賓 長 暦 便覧

横（8.3（~~~・ 0 cm)ml4Jffi 
中西如環（敬房）撰・序 安永7序，寛政6刊

京 中西華文軒加賀屋卯兵衛（寺町通四条上ノレ

町）

※上記書名は内題による。墨書題策・柱書「長暦

便覧」。乙の本は改版で，寛政15年話予たに

暦を付したもの。裏見返しに「寛政戊午（10年）

十一月 芳鄭主」の署名と蔵書印あり。

6-04小別大惣番号札剥落 5銭

ココ yアジワケタヅタイゼY

30439 古今蓋分震大全

横（8.5×19. 5 cm) 1冊

川合正俊編・自序

書捧・刊年不明

※『国書総目録』は延宝頃の成立とする。表紙に

「大坂ち千五百舟四御大名屋敷井町人鑑」及

び「元禄年中」の貼札。大坂の地誌。

5-83小別 ち千五百三拾四 20銭

ナンポソウジヨ

30440 南畝叢書前集ー～四 半4冊

大田南畝「輯校」 寛政元刊

江戸小酉堂遠州屋清右衛門（小伝馬町三町田）

※第1冊に「榊巷談苑」（榊原玄輔著），第2冊に

「藤樹年譜」，第3・4冊に「東海談」上・下

（平維章著）を収める。

10-05ナ6 そ六百三十弐全四冊 50銭

キウタワンザツワ

30441 鳩観雑話一～四

虫所の聾人序，坂東岩止践

半 1帳4冊

寛政7序・刊

京 菱屋孫兵衛（御幸町御池下ノレ町）， 大坂

勝尾屋六兵衛（心斎橋筋南久宝寺町） ・塩屋長

兵衛（同）

※絵入り。『国書総目録』は日出本とする。序は自序

か。第1冊巻頭に目次あり。巻頭内題は「観」

を「濯」とする。

4~25キ 2 そ六百三十三全四冊 40銭

書（乙）一

イ セアウムイシキ

30442 伊勢鶏鵡石記

南渓散人著・自践

関東屋万次郎

半 1冊

享保21践

※伊勢度会郡にある，音を反響させる石について

記す。地誌・名産についても記述。上記書躍は

本文末に後から捺した印で，あるいは貸本屋か。

5-83イ1 大惣番号札剥落か 10銭

エホンユウプカガミ

30443 絵本勇武鑑上・中・下

西川祐信画

書韓不明

半他2冊と合1峡伊

寛延2刊

※題簸中に「勇者鑑後篇」と小書あり。 33369と

同峡。画者及び刊年は『国書総目録』によって

補う。逸名序あり。

8-44エ36 う三百三拾壱 30銭

セゲンベンリヤク

30444 世 諺耕 略壱 ～四 半4冊を合綴1冊

林自見正森著・自序，木電器ヂ序 （附 （附

安永7自序，同8刊，同9序

京 野田弥兵衛（寺町通二条下Jレ町） ・野田藤

八（二条通冨小路西江入町），江戸野田七兵

衛（日本橋南二町目）

※末尾に橘枝堂野田藤八の蔵書目録あり。 4冊を

表紙ごと合綴。第1冊表紙に「仁コ四五番」の

札あり。

10-05セ l そ六百弐十七 35銭

カウ 7ウキ

30445 香風記 大 1峡 1冊

著者未詳

写本

※武士からの聞書を集めたもの。

5-63コ6 仁コ拾弐番 15銭

キヲヲウキキガキ

30446 奮翁聞書 半1秩1冊

写本

※歌・説話・仏教に関する随筆。内題「奮先生聞

書」とも。

4-22キ1 め弐百六番全 15銭

ウンコ 7 ヘクシ 7

30447 雲鼓前句集 小1秩1冊

雲鼓編・自序

書購不明

-48-



ー雑

※笠附集。絵入り。内容は，宝永6刊の『軽口頓

作』である。

4ー25ウ 1 大惣番号札剥落 15銭

ハタセキヰプン

30448 白石遺文元・亨・利・貞半1秩4冊

新井筑後守源君美著，門人平元成政（亨冊） (1725) 

事保10践

写本

※元冊・亨冊各巻頭に目録あり。朱による訂正あ

り。大惣の半紙を使用。考証雑記。

5-19ハ 1 ゆ八百三拾四全四 75銭

ヨタセンヤ ゴゼングンダン

30449 園性爺御前軍談一～五大1帳 5冊

近松門左衛門作，西安斉「素読」・序 享保元刊

京 菊屋長兵衛（寺町四条下ノレ町）

※浮世草子。画入り。大惣番号札剥落跡は第4冊

にある。

4-42コ3 大惣番号札剥落 1円

，、：n事ンタイ 9ヤク

30450 編年大略 （後編）ー～十

半他1明ふ合2暗部伊
写本 寛永2～寛延3成

※尾張藩史。一～四が「瑞龍公」，五が「泰心公」，

六が「園費公」，七が「晃禅公」，八が「前中公，

章善公也」，九・十「嘗君源戴公也Jと題策に

あり， それぞれの年代も記されている。 32169

参照。

5-15へ3 ゆ六百四番後篇瑞龍公ヨリ拾冊

2円50銭

7タシヨタシダイセウ

30451 服職次第抄

著者未詳

写本

半1峡1冊

天保6成

※成立年は「天保六年七月校正八月新需」とある

のによる。画入り。

5-17フ1 ゆ九百七拾査番 35銭

吠

序
一
附手

小

げ
集
現

ネ

根

出

川

村

十

官

同

川

口葉

E

打
近
一
札臣

2

演

却

水
ω
清

半 1峡6冊

文化12刊

京植村藤右衛門（堀川！）， 江戸英平吉（通

石町十軒店） ・須原屋伊八（下谷池端仲町）

※歌集。作者は僧契沖以下近世歌人48名。

4-23キ7 れ廿壱 60銭

書（乙）ー

モノスズリ

30453 儀毛の硯童～参 大3冊

畑維龍（鶴山先生）著・自序，潰浪居土序，閑因子

高醸序，法橋（間J前言画，粛部議践 (1804) 

寛政4序（演浪），享和3成， 同4刊

藍玉園蔵，京林喜兵衛

※本文内題および後補墨書題策は「四方の硯」，

自序題「四方研」と表記。上記書名は見返し内

題による。

10ー05ヨl 乙弐百拾六全三冊 60銭

ワカ ミライキキキガキ

30454 和歌未来記聞書 大1峡 1冊

中院前源大納言通茂卿「講釈」，菅護持・鳥常損界

・打官雲泉某甲幸隆聞書 元禄15成，正徳3写

写本

※奥書は幸隆による。本書は更に転写を経た本か。

別名「未来記雨中吟聞書」。

4-22ワ8 ふ三百七拾九 20銭

ケンヱ ンヰヘン

30455 譲園遺編 一～四（一之五・六之十・

十一之十五・十六之廿） 大他1冊と合1函4冊

荻生但保著 宝暦7写

写本渡辺幹貞仲甫写

※『護園随筆』大1冊とともに1函に入る。

10-05ケ5 こ三百五拾八共四冊 1円50銭

ゾクグンシヨルイジュウ

30456 績翠書類従 百七・四百七十・

九百五十四上・九百五十四下・目録上・

目録下 大他1冊と合1函 6冊

総検授保己ー集

書庫不明

※端本で，大惣本以外の『霊書類従巻四百六十

八』 (1冊）と同函。本書の内容は， 巻百七系

園二「皇帝系圃」「後嵯峨院皇統系園J，巻四百

七十和歌部百五「和歌現在書目録」 「和歌合墨

目録」，巻九百五十四雑部百四「徒然草」及び

目録。

10-01ク1 大惣番号札原欠か 2円
カセンカシ 7

30457 寄仙家集一～十五

藤原公任編

京中野道也

※三十六歌仙の家集の集成。各冊題策に所載の歌

人の名が記されている。

4-23カ3 ふ百六拾八全拾五 1円30銭

冊
）
刊

日
開
4

帳

α保
2
正

大
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珍書

シヨコタコノゴロカウシヨクオポエチヤウ

30458 諸国此比好色覚帳一～四

半 1朕4冊を合綴1冊

貞享年間刊

京和泉屋八左衛門（下立責通大宮西入）

栄作者は山の八（本書書爵和泉屋八左衛門）か。

山の八作『好色床談義』の序の中に『好色覚

帳』を自著として挙げている。

貴 4-42シ1

題簸改装のため大惣番号不明 7円50銭

生命 シヨエンオホカガミ

30459 A好 五三代ヲ員諸艶大鑑一～八

大1秩8冊

井原西鶴作 貞享元刊

大坂池田屋三良右衛門（呉服町真斎橋筋角）

※第1冊見返しに落書あり。

貴 4-42シ2 あ百五拾四 20円

キ
記

官
同

判
催パ色打

男

詳

0

未

必

者
初

作

大1帳1冊

明暦3刊

書韓不明

※書名は後補墨書題策に「催情記男色」とする。

内題なし。柱書「催情記」。早稲田大学蔵の大

惣本目録には「宮催情記」とする。

貴4-40サ 1 あ百四拾五 2円50銭

ゴゼンヒトりキヤウゲン

3附御前濁 狂言 大 1~1tsJIB" 
西鴛著・自序 宝永2刊

江戸須藤権兵衛（日本橋川瀬石町）， 京西

村市良右衛門（烏丸通六角下ノレ町）

※6巻より成る。画入り。原体裁は4冊か。合綴。

柱書「濁狂言」。

貴 4-42コ2 艶あ百五十三番 5円

ラクヂユウジン
キ~ 7 スカガハタウリワヲトコ

32462 崖飛鳥川当流男一～五
人

大11険5冊

元禄15自序秋花堂久澄著・自序

書韓不明

※角書は見返し内題と原題築に存する。画入り。

貴4-42ア2 萱番 4円

ウキヨエイグワイチダイヲトヨ

30463 浮 世 築 花 一 代 男 査 ～ 四 議 ／ 帳4冊

西鶴著・自序 元禄6自序・刊

江戸高屋清兵衛（日本橋青物丁），大坂 腐

金屋庄兵衛（心斎橋上人町） ・油屋宇右衛門，

京松葉屋平左衛門

※「京口屋」の蔵書印あり。また見返しに「つ九

百廿三番，栄花物語 同板」と墨書。画入り。

第 2冊最終了1丁分補写。第4冊挿絵に落下あ

り。西鶴作につき存疑。

貴 4-42ウ2 口百拾三番 10円

エンダウツガン

30464 艶道通鑑ー～六 半 1峡 6冊

似切斎（増穂残口）著・自序，樗軌戸 (1719) 

正徳5序，享保4刊

大坂瀬戸物屋侍兵衛（北久太郎町）・武川善

右衛門（尼崎町）

※題簸lζは各冊の内容の神祇之恋・釈教之恋・恋

之上・恋之下・無常之恋・雑之恋が示されてい

る。「一～六jは墨書。

4-42エ2 そ五百弐十九全六冊② 65銭

30465 魂胆遊輝窟ー～五

不知足散人著，春信画

書韓・刊年不明

※第1冊第1了オ等に大惣以前の蔵書印あり。第

5冊終了ウに「魂胆列埠伝」の広告あり。第2

・4冊末および挿絵中に落書。第1冊表紙に

「全部五冊」の貼紙。

貴4-42コ2 大惣番号札剥落 1円50銭

半 1帳5冊

イJ、ツツジ

30466 岩つ〉し上・下 半 1峡2冊

北村季吟編・自序，洛辺散人萱草生行政 (1713)

正徳3践・刊

京津田吉左衛門

※僧の恋歌を集めた書。上記書名は内題による。

後補墨書題楚は上・下冊とも「Zいわつ〉し」。

貴4-40イ2 れ弐百三拾弐 2円

ムサウコタシ ゴロタ

30467 夢窓国師語録玄・黄・
ムサウコタシネンプ

夢窓国師年譜 大1帳3冊

夢窓疎石著，妙砲等編，東陵永瑛序，楚石道合察）

文和3成

- 50 -



一珍書，唐軍一

書購不明

※『国書総目録』は慶安3版とする。大惣印見当た

らず。朱の書込みあり。肢は元の至正260

貴1-25ム3 大惣番号札原欠か 11円50銭

唐 軍

万l日 ツウゾタジ7 ユテウグYダン

3附 昼通俗十二朝軍談室～十四

大2帳14冊

李下散人著・自殿，門人中西兵序，井上為定序，松

井宗序 正徳島・刊

大坂心斎橋書林敦賀屋九兵衛・吉文字屋市

兵衛・柏原屋清右衛門・河内屋喜兵衛

※内題は「通俗列園十二朝軍談」「通俗列国志前

編」などとなっている。第1冊表紙に「壱番」

と記した札あり。

4-41サ49 全部拾四冊 45銭

ツウゾタセンゴタサタ

30469 通俗戦闘策一～十 大1帳10冊

毛利氏虚白貞斎著・自序 元禄17序，宝永元刊

京上村平左衛門・上村四郎兵衛

4-41サ51 て七百四番全拾冊 70銭

7ウゾタゴエツグンダン

30470 通俗呉越軍談萱～十八大2秩18冊

清地以立著 元禄16刊

大坂心斎橋筋書林吉文字屋市兵衛・敦賀屋

九兵衛・柏原屋清右衛門・敦賀屋清助

※内題「列園志呉越軍談」，「通俗列園志呉越軍

談」。第1冊第1丁は凡例で「通俗列園志」を

解説している。

4-41サ45 て七百三番全拾八 60銭

ツウゾタ
J苗 カy ソグンダン

30471・ 溶漢楚軍談室～七・八～十二

各上下・十三～十五 大2帳20冊

夢梅軒章峯・称好軒徽庵著，（1高子自号94伊庵鳴）

元禄3序，同7践，同8刊

京吉田四良右衛門・額田勝兵衛・同姓正三郎

4-41サ43 て七百五番＠ 70銭

一51-

ツウゾ夕、りヤウカンキジ

30472 i雨漢紀事（西漢）ー～十

・（東漢）一～十 大3帳20冊

稽好軒徽庵著・自序 元総長

書躍不明

※内題は「通俗西漢紀事J「通俗東漢紀事」と区

別されている。

4-41サ59 て七百六番全弐拾冊 50銭

ツウゾタサンゴタシ

30473 通俗三国志首巻・一～五十

大5秩51冊

湖南文山著・自序 元禄2序，同5刊

京吉田三郎兵衛（二条通高倉東江入町）

※首巻の内容は総目録・姓氏・或問。

4-41サ48 大惣番号札剥落＠ 1円

ゾタツウゾクサンゴクシ

30474 績通俗三園志一～十二・十三十四

－十五～舟七 大3峡36冊

中村昂然著，尾田玄古校 宝永元初刊，正徳6刊

京吉田三郎兵衛・同善兵衛（二条通観音町）

※内題「通俗績三園志」。第10冊のみ写本。第 1

～3冊は，紙型が他よりひとまわり大きい。著

者・校者は『国書総目録』による。本来は全38

冊のはず。

4-41サ52 大惣番号札剥落 1円30銭

ツウゾクタウタイソワグンカン

30475 通俗唐太宗軍鑑ー～二十

大2峡20冊

夢梅軒章峯著・自序 元禄4序，同9刊

京栗山伊右衛門（堀川通三条下ル二町目）

4-41サ56 て七百拾四番全弐拾 1円25銭

ツウゾク
J苗 タウゲY ソウグンダン

30476 溶唐玄宗軍談壱～二十

大2帳20冊

中村昂然（無外子）著，林九成校・殿，村田通信序

宝永元序，同2刊

吉田勘右衛門・林九兵衛・田辺作右衛門

4-41サ55 大惣番号札剥落 l円

ツウゾタズイヤウダイグワイシ

30477 通俗惰煽帝外史萱～四

大1秩 4冊

近江賛世子（煙水山人）「課」・自序

宝暦10序・刊



－唐

京風月圧左衛門｛二繰通衣棚）・丸屋市兵衛

（二条通堺町）

※上記書名は内題による。墨書題震は「通俗」を

角書とし，序題・柱書は「通俗」を欠く。

4-41サ50 て七百六拾五共四 50銭

ツウゾ夕
、｝ ナンポクテワグンダン

30478 溶南 北 朝 軍談室～十五

7 t.t'-2鴨伊
長崎ー鶏著，無名子（皐禽）序 宝永元序，同2刊

京出雲寺和泉（三条通升屋町）， 江戸同店

（日本橋南一町自）

※内題「通俗南北朝梁武帝軍談」。柱書「通俗梁

武帝軍談」。著者は『国書総目録』による。

4-41サ57 て七百拾壱全拾五 1円25銭

ツウゾタ
ミi¥i ホタギナンリヤウグYダン

30479 溶北貌 南梁軍談 一～二十三

（但し十と十一，十五と十六，二十ーと

二十二が各1冊） 大2朕20冊

酬州嫡居士一鴇著~1 高波山人菊長話匡弼序(17叩
宝示・2－初刊，明和7序，安永3再刊

京出雲寺和泉援（三条通升屋町）， 江戸同

店（日本橋南一町目）（以上初刊），出雲寺文治

郎（「再刻」）

4-41サ58 て七百拾弐全弐拾冊。 1円50銭

ツウゾクゴダイグンダン

30480 通俗五代軍談首巻・査～升四

大3映25冊

毛利貞粛（瑚泊）著，大瞳遮翁序 宝永2序・刊

京上村平左衛門（二条通）

※内題は「通俗通鑑五代軍談」。

4-41サ46 大惣番号札剥落 1円50銭

ツウゾクソウシグンダン

30481 通俗宋史軍談萱～三高）大2常総伊
松下瑞亨著・自序 享保4序，宝暦10刊

大坂柏原屋清右衛門（心斎橋筋順慶町）

※内題「通俗宋史太祖軍談」。

4-41サ54 大惣番号札剥落 1円

ツウゾクリヤウコタジ

30482 通 俗 両園志壱～二十五大3常語F
入江兼通著，海陽李春芳序 享保6刊

京書屋勘兵衛（四条通御幸町角）

※柱書「和語両国史」。両国とは宋と金。第10冊

と第13冊の紙型が他よりひとまわり小さく，

軍一

「信州松本中町松翠堂」ほかの印がある。著者

は『国書総目録』による。

4-41サ60 て七百拾八番 70銭

ツウゾタソウゲングンダy

3側 3 通俗宋元軍談査～t示）大1常招F
源忠享著・自序 寛政10序，文化13刊

京今井喜兵衛・三木安兵衛，大坂松村九兵

衛・森本太助，江戸前川六左衛門，尾張片

野東四郎

※第1冊表紙に「仁コ番」の札あり。

4-41サ53 て七百拾九番全拾弐θ 55銭

ツウゾクゲンミ yグンダ y

30484 通俗元明軍談巻壷～二十

大 2峡20冊

岡島冠山（玉成）「罪J，林義端九成序宝永2序・刊

京林九成

※内題「通俗皇明英烈伝」。第l冊表紙に「亡コ

番」の札あり。刊記部分破損，墨により「宝永

武年三月吉田ナリケリ」と補われている。

4-41サ44 て七百弐拾番θ 60銭

ミンシントウキ

30485 明 清闘 記ー ～十 大1映10冊

肥州長崎住人前園仁左衛門噌武「輯稿」

京 前河権兵衛尉（寺町四条上ノレ町）

※『国書総目録』には鵜飼信之（石斎）著，寛文

元刊とある。

4-41サ72 大惣番号札剥落 40銭

五十事］
キ
記

川平
川
太
停

U

鮮

イ

付

朝

著意

必

場
初

馬

大2秩15冊

宝永2序・刊

江戸須原氏茂兵衛（日本橋南一丁目）・玉置

次郎兵衛（増上寺表門前），京 山岡四郎兵衛

（二条通御幸町西江入町）

※30巻を2巻ずつ 1冊とする。秀吉の朝鮮出兵の

軍記。

4-41サ41 大惣番号札剥落 l円

コタセ y ヤチユウギデン

30487 園姓爺忠義停総目録・萱～拾九

大21快20冊

享保2刊

京田中庄兵衛（五条橋詰），江戸中村氏進

七（十軒店）

※上記書名は見返し内題による。各巻内題は「明

清軍談園姓爺忠義痔」， 原題策には「明清／通

内
lh

Fhu 



唐

俗／軍談」の角書あり。『国書総目録』によれ

ば，鵜飼信之著，寛文元序。

4-41サ47 大惣番号札剥落 75銭

ツウゾタ
J苗 チユウギスイコデy

30488 落忠義水潜停 （初編）ー～十五・

中編萱～十五・下編査～二十・拾遺一～二十

大8秩70冊

岡島冠山「誇」，勾曲外史序 宝暦7刊（初編）

京植村藤右衛門（堀川通高辻上jレ町） ・吉田

四郎右衛門（二条通教屋町西江入町） ・林九兵

衛（東洞院夷川上Jレ町） ・林権兵衛（間之町押

小路下ル町）

※中編は安永元刊，大惣番号「て七百五拾弐全拾

口（五）」，初編中編は上記書躍。下編は天明 4

刊，大惣番号札剥落，書障は，京林権兵衛

（間之町押小路下ル町） ・横江岩之助（新町竹

屋町上ノレ町） ・山田屋卯兵衛（二条東洞院西江

入町）・武村嘉兵衛（新町二条下ル町）。拾遺

は，原題簸「通俗水詩停拾遺J，天明 8「書韓

某等」序，寛政2刊，大惣番号札剥落，書障は

下編のそれから山田屋が欠け，大坂武村甚兵

衛（心斎橋筋南久太郎町）が加わっている。

4-45ッ8

（初編）て七百五拾壱全拾五②※参照 3円

ツウゾタへイエウデン

30489 通俗平妖停 初編ー・二・三ノ四

・五～九・十ノ上・十ノ下 大 1峡10冊

宋東原羅貫中編，明隣西張無各校，平安本維芳「誇J,
錆粛皆川底序 寛政9序，享和2刊

京香雪堂蔵版・田中圧兵衛（寺町通五条上ル）

※第1冊表紙に「壱番」の札あり。

4-45ツ9 て七百六拾弐全拾 50銭

ヂヨセングワイシ

30490 女仙外史一～十二 大1峡12冊

清逸田史白熊文兆著・自序，治浪居主人序

安永9序，寛政元刊

京林伊兵衛（二条通柳馬場東江入）

※上記書名は見返し内題による。原題簸には「通

俗／大明」の角書あり。内題は「通俗女仙停」

「大明女仙停」。

4-45ツ 6 て七百六拾壱番全部拾弐冊 75銭

ツウゾタギパデy

30491 通俗誉婆停ー～五 大 1秩 5冊

鹿鳴野人（都賀庭鐘）「誇」・自序（巣居主人），水

軍一

香精舎主人践 宝暦12践，同13刊

大坂渋川清右衛門（心斎橋順慶町）・大賀惣

兵衛（南新町壱丁目）

※上記書名は見返し内題による。目録題・巻頭内

題ともに「園字演義醤王香婆惇」，題簸は「君醤

王香婆惇」。

4-45ツ1 て七百六十六番全部五冊 35銭

ツウゾクスイボダイ

30492 通俗酔菩提 一之上・一之下・二・三

－四之上・四之下・五之上・五之下

大l帳8冊

天華蔵主人述，碧玉江散人（三宅晴山）「誇j・殴，桃

花庵主人序 宝暦9伝
京青雲館

※第1冊表紙に「仁ゴ番」の札あり。

4-45ツ7 大惣番号札剥落 50銭
ツウゾタキンゲウデン

30493 通俗金麹停一～七 大 1峡7冊

宝暦13刊

大坂星文堂藤屋弥兵衛（高麗橋一丁目浅野弥

兵衛）・吉文字屋市兵衛，江戸 間次郎兵衛

※「金雲趨侍」の国訳。 5巻。各巻目録題は「繍

像通俗金趨伝」。星文堂蔵版目録を附す。

4-45ッ2 大惣番号札剥落 50銭

産h ツウゾタサイイウキ

30494(1) 花通俗西遊記（首都・二～六

大1峡6冊

翰林事土臨川部虞「原序」，近江口木山人「科ぷ安

吉田武然校 宝暦8刊

京新屋平次郎（寺町通草堂前）・丸屋市兵衛

（二条通柳馬場）

※本文第1冊（第一回～第五回）を欠く。首巻は

序・像賛・総評・総目録。（1)～（5）合わせて5秩

34冊，各項参照。

4-45'/. 5 

大惣番号札剥落 (1）～（5）あわせて1円50銭
ツウゾタサイイウキ

30494(2）通俗西遊記 後篇ー上・ー下・二・

三・四上・四下・五・六

石磨巴山人「誇」，秋蘭主人序

冊

刊

0
0

・

秩
）
序

1
制

4

大
日
明天

京丸屋市兵衛（二条通柳馬場），江戸 前川

六左衛門（日本橋通三丁目） ・遠州屋清右衛門

（小伝馬町三丁目）

※第1冊表紙に「弐番う夏」の札あり。

4-45ツ5 て七百五拾六番



軍，絵本・読本一

※上記書名は見返し内題はる。原題簸「察署若

葉栄」。五巻下の見返しに「御けせう下御あら

ひこ美艶香長嶋町五丁目大野屋惣八」の広告あ

り。

4-41ア74 60銭ら八百拾五番全六冊⑤

セタノハシリュウニヨノホンヂ

勢田橋竜女本地

ツウゾクサイイウキ

30494(3）通俗西遊記三編ー～七大11扶7冊

石磨呂山人「誇」 天明 6刊

京 山田屋宇兵衛（二条通新町東エ入）， 江戸

前川六左衛門（日本橋南三丁目） ・佐藤清右

衛門（小伝馬町三丁目）

※第1冊表紙に「三迦－全部七冊」の札あり。

4-45ッ5 大惣番号札剥落

唐

柳亭種彦著，葛飾北粛画，柏巷主人序

文化 7序，

大坂河内屋太助（心斎橋筋唐物町），

西村輿八（馬喰町二丁目）

※上記書名は原題簸による。見返しの鐘の絵の中

「田原藤太老狐停Jとある。各冊表紙中央に脇

題策があったが，剥落ないし汚損。浄瑠璃丸本

の体裁をまねた字体・奥書。

4-41ア63 ら六百五十七全三冊θ

上・中・下

半 1帳3冊

30497 

）

T
 

m
8
一戸

α同
江

ツウゾタサイイウキ

30494(4）通俗西遊記四編ー～五・六上・六下

大1峡7冊

尾形貞粛「誇」・自序 寛政9序，同11刊

大坂丹波屋治兵衛・塩屋惣助・小万屋六兵衛

．塩屋平助

※内題では f四編」でなく「績後編」。

4-45ツ5 大惣番号札剥落

75銭

チユウカウイタコブシ

30498 忠孝潮来府志一～五

談洲棲駕馬著・自序，葛飾北蒲画

文化4序，同6fU 
江戸角丸屋甚助（麹町平川町二丁目）・石渡

利助（江戸橋四日市）

※内題・柱には「一一武志Jとも。

4-41ア67 ら五百四十二番

半 1秩5冊

ーーへM /¥  

大1秩6冊

岳亭丘山「誇J・自序 天保2序・刊

江戸了子屋平兵衛，名古屋永楽屋東四郎，

京吉野屋仁兵衛・伏見屋半三郎，堺住古屋

弥三郎，大坂塩屋平助・河内屋太助・河内屋

儀助・河内屋長兵衛

4-45ツ5

五編

ツウゾタサイイウキ

30494(5）通俗西遊記

ナンカグワイデン
楠家 ヤヨヒザタラ

30499 外惇 弥生佐久羅

ー渓翁野人著・自序，東西南北雲画

文化14序，文政2刊

大坂河内屋嘉七郎（心斎橋通北久宝寺町），

江戸鶴屋金助（人形町），京伏見屋半三郎

（寺町蛸薬師下ル）

4-41イ6 ら八百四十七全六冊θ

75銭

半 1峡6冊

て七百五拾九全六冊

本本・読絵

60銭

一一、’／＼

半 1帳 6冊

曲亭主人著・自序，葛飾北粛画文化3序，同4刊

江戸鶴屋喜右衛門（本町筋通油町）

4-41ア61 ら四百拾三全六冊。

墨田川梅柳新書30495 

－五下

熟睡亭主人著・自序，栄松粛長喜画

文化4序，同5干リ

江戸若林清兵衛（馬｜喰町三丁目）．丁字屋平

兵衛（小停馬町三了目），大坂河内屋太助（

斎橋通）

アマギノニシキ

30500 尼城錦上・中・下 半1r快3冊

葛飾隠士吉満著・自序，感和亭鬼武校・践，蹄粛北

馬画 文化6序・践・刊

江戸 西宮繭兵衛（江戸橋四日市）・上総屋忠

助（日本橋新右ヱ門町）

4-41ア 7 ら六百五拾回全三冊＠

60銭

一～四・五上

半 1峡6冊

フクジウコジツ
復讐 ドクエウシンゴ

古貫濁揺新語30496 

60銭

半1峡6冊

文化 6刊

ヒダノタクミモノガタリ

30501 斐陀匠物語一～六

六樹園飯盛著・自序，葛飾北粛画

組
斗
ゐ



一絵本・ 読本一

江戸角丸屋甚助（麹町平川町武丁目）

※第2～ 6冊後補墨書題簸および柱書には「飛騨

匠物語」とも。

4-41ア82 大惣番号札剥落 1円

，マy ドウキプy

坂東 ヌレギ貝ザウジ

30502 苛 聞 濡 衣斐紙萱～五

半 1峡 5冊

有薬亭長根著・自序，蹄粛北馬画 文化3刊

江戸松本平助（江戸橋四日市賢広路）・上総

屋忠助（日本橋通四町目）

4-41ア78 大惣番号札剥落 40銭

コザタラヒメ 7ウゲツコウキ

30503 小楼姫風月後記 萱～四・五上・

五下・六 半 11快7冊

榛亭琴魚著，北明棲戴儀・合川館現和画

文政2序，同3刊

江戸岩戸屋喜三郎（横山町二丁目）・山寄平

八（筋違御門外神田），大坂河内屋嘉助（心

斎橋博労町） ・塩屋卯兵衛（南久太郎町心斎

橋），京吉田屋新兵衛（三傑通富小路）・近

江屋治助（三憐通柳馬場）

※京山作『小棲姫風月奇観』の後篇。

4-41ア37 ら武百五拾四全七冊い印 70銭

ハパyザエモンナゴヤザンザ

不破伴左衛門 ムカジガ川イナヅマベウシ

30504 名護屋山三 昔語稲妻表紙

一～四・五上・五下 半 1峡 6冊

山東京停著，歌川豊園画

江戸平林庄五郎（本所松坂町）

※続篇は『本朝酔菩提』。本書の初版は文ィ，~8~6frj 。
巻末に「尾陽東壁堂製本目録」あり。 30524参

照。

4-41ア95 ら武百弐拾八 60銭

ホタ zツキダン

30505 北越奇談ー～六 半 1映6冊

橘毘寵茂世著，柳亭種彦校・序，葛飾北粛画，明浦

漁人林成序 <1809) (18 ) 

文化 6序（林成），同 8序（種彦），同9刊

大坂河内屋太助（心斎橋筋唐物町），江戸

西村輿八（馬喰町二丁目）

5-83ホ1 ら百九十壱全六冊い印 1円

30506 

チユウベヱウメカハセキジヨウキエンデy コ ノハナサウシ

忠兵衛梅川 古乃花双紙
赤縄奇縁侍

一・二・三の上・三の下半1峡4冊

歌踊陳人（小枝繋）著・自序・自践，盈粛北岱画

文化6序・刊

江戸 竹川藤兵衛（日本橋四日市）・住吉屋政

五郎（四ツ谷停馬町） ・伊勢屋治右衛門（椛町

十二丁目）

※旧蔵者「文華堂」と「三浦屋林蔵」の印がある。

4-41ア41 ら六百五十五全四冊② 60銭

ト 7ヂツナモリヨウ7ン

30507 青砥藤綱摸稜案初篇（前集）萱～五・

第二篇（後集）一～五 半 2峡10冊

曲亭主人＜l信子）著・自序・白鳥1戸飾北粛画

文化8序（初篇） ・践，同9序（二篇） ・刊

江戸鶴屋金助（田所町）・平林圧五郎（本所

松坂町二丁目）

※初篇は正月，二篇は12月の刊。二篇各冊には目

録を記した脇題簸を附す。

4-41ア 5 ら弐百五十九初篇五冊

・ら弐百六十番後篇五冊 1円20銭

カヘリザキカウヅノウメ

30508 再開高肇梅査～六 半 1秩6冊

栗杖亭鬼卵著，東南西北雲画 文ィ·~~1Ji:u
京吉野屋仁兵衛・伏見屋半三郎，尾州永楽

屋東四郎，大阪正本屋利兵衛・河内屋嘉助

※彩色刷挿絵1葉入り。柱書「高肇梅」， 後補墨

書題簸では「再開」を角書とする。

4-41ア29 ら八百四十弐θ 50銭

フタジウキ!J.ン

復讐 サチモノガタリ

30509 奇談幸物語萱～六

半 1峡 6冊

栗技亭鬼卵著，葛飾北明画，通仙亭主人序

文化12序，同15刊

京丸屋善兵衛（京極通四燦上ル町），大坂秋

田屋太右衛門（心斎橋安堂寺町）

4-41ア47 ら八百四十五弐番全六 60銭

7キナナタサ

30510 秋七草壱～六 半 1秩6冊

曲亭主人（馬琴）著・自序，歌川豊贋画） 0 

文化5序，同6刊

江戸西村源六（日本橋室町十軒店），大坂森
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一絵本・読本一

本太助（心斎橋筋唐物町）

※後補墨書題震に「殺秋七草」とある。巻頭内

題「松染情史秋七草J，柱書「松染情史」とあ

る。題名の振仮名「アキノナナクサ」とも。ま

た「秋七種」とも書く。

4-41ア94 ら四百十八番全六 40銭

トカエりハナ

30511 十嘉栄利花萱～五 半1映5冊

良々軒器水著，盈斎北岱画，楓亭叫露）

文化5序，同6刊

江戸 竹川藤兵衛（日本橋四日市） ・伊勢屋治

右衛門（椛町十二丁目）

※各冊巻頭内題には「報怨町、話」の角書あり。第

2冊末・第5冊始に，大惣が落書おことわりの

旨を記す。

4-41ア73 ら五百四拾八全五冊§ 50銭

ノズエノタカ

30512 野居鷹第一～第五 半11快5冊

寓亭史馬（酔月庵主人）著・自序，宅訴？ヒ珂R ) 

文化4序，同5刊

江戸 須原屋市兵衛（本町二丁目）・榎本惣右

衛門（深川森下町） ・榎本平吉（同）

※巻頭内題「由利椎野居鷹」。

4-41イ7 ら五百三十八全五冊θ 75銭

モンガタシヤウニンホツシンノキ

文費上人 山クヤウ

30513 費心之記 橋供養査～五

半 11快5冊

緯山翁著・自序，葛飾北粛・雷洲画文化12序・刊

江戸角丸屋甚助（麹町平川町二丁目）・伊勢

屋忠右衛門（同所） ・伊勢屋忠右衛門（新橋南

大坂町）

4-41ア81 ら五百仁コ3 60銭

ライガウアジヤリクワイソデン

30514 頼豪阿閤梨佐鼠惇 前篇ー～五・

後篇六・七・八上・八下 半 11快9冊

曲亭主人（馬琴）著・自序，葛飾北粛画，門人魁菅

療史批評 前・後篇とも文化4序，同 5刊

江戸鶴屋喜右衛門（通油町翠橋）

4-41イ9 ら弐百三拾三

・ら弐百三十四弐篇四冊 1円20銭

サンシチゼンデンナンカノユメ

30515(1)三七全停南相夢査～六

半l峡6冊

曲亭馬琴著・自序，東園魁膏子践，戸飾北粛画。

文化4序・践，同5刊

江戸須原屋市兵衛・榎本摺、右衛門（深川森下

町） ・榎本平七（同）

※同番号の『三七全停第二編 占夢南桐後記』 8

冊別l快にあり。（2）参照。

4-41ア48 口（ら）弐百四拾前六（2）共2円45銭

サンシチゼンデンダイニヘン

三七全停 ユメアハセナンカコウキ

30515(2) 第二篇 占夢南伺後記

一～八半1秩8冊

曲亭主人（馬琴）著・自序，葛飾北粛画

文化8序，同 9刊

江戸松本平介（江戸橋四日市）・榎本総右衛

門（深川森下町） ・榎本平吉

※『三七全停南柄夢』の後編（「前峡」 4冊，「後

i扶」 4冊）。

4-41ア48 ら弐百四十壱＠弐篇四冊

－ら弐百仁ゴ三篇四冊

フタジウキダン

復讐 ワカエノハト

30516 奇謹稚枝鳩査～五半l峡5冊

曲亭主人（馬琴）著・自序，歌川豊圏画，仙鶴堂小

林近房践 文ィ往信，部ヰIJ

江戸仙鶴堂鶴屋喜右衛門（通油町）

※第3冊末にらくがきお断りの書込みあり。

4-41イ13 ら五百弐十三全五冊＠ 50銭

シュンセウキダン

春宵 タマノオチポ

30517 奇草 壁溶穂前編ー～五・

後編萱～五 半1帳10冊

小枝繁著・自序，葛飾北粛画

（前篇）文ィ~13s年・刊，（後篇）部！年，品8~8ffj
（前篇）京植村藤右衛門（堀川通高辻上ノレ町），

大坂小林六兵衛（心斎橋筋縛苦町）・大野木

市兵衛（同所安堂寺町），江戸森甚助（麹町

平川二丁目），（後篇）江戸角丸屋甚助（麹町

平川町弐丁目）

※本屋久八の印あり。上記書名は前篇第1冊の見

返し内題よりとった。前篇各冊原題簸および前

後篇の巻頭内題は「藷繕本壁落穂」。後編各冊

の墨書麟は「重たまの落穂、後編」。

4-41ア19 ら弐百拾九前編五冊＠

・ら弐百弐十番後篇五冊六番 1円50銭
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一絵本・読本一

フクジウキワ
復讐 エホン 7ヅ－..711パニシキ

30518 奇話絵本東撒錦一～五

半 l峡5冊

小枝繁著・自序，葛飾北斎画 文化2序・刊

京植村藤右衛門（堀川通高辻上ル町），大坂

大野木市兵衛（心斎橋通安堂寺町） ・勝尾屋六

兵衛（心斎橋轄苦町），江戸漬松屋幸助（通

油町） ・角丸屋甚助（麹町平川町二丁目蛤店）

4-41ア11 ら五百弐拾回全五冊。 75銭

7タジウキゼツ
復讐 タムラ吾川川

30519 奇説 田村物語査～四・五上・下

半1映6冊

川上（天風坊）鰹著・自序，蹄粛北馬画

文化6序・刊

江戸西宮弥兵衛（四日市）・大和屋文六（浅

草北馬道町） ・大和屋伊助（同）

※「研寿堂Jの印あり。

4-41ア65 ら四百 60銭

サウタウェイユウダy

30520 幾万英勇談巻之査～三半1峡3冊

玉晴堂芝誘著・較月堂楓渓画，ー閑舎主人序，凹頭

肢 文政11成・序・践

写本

※匡郭は刷られているが，本文・画・題鑑みな筆

写。ただし，印はすべて実物の印。画には彩色

を施す。第3冊末に本の広告や刊記「呉尾園柳

城釦都問夜光街住轡旭亭蔵板」が書かれてお

り，あるいは版本の原稿か。

4-41ア64 大惣番号札原欠か 1円

テンマングワゴデンキリヤタ

30521 天満宮御停記略上・下

半1峡2冊

平田篤胤著，根岸延貞編・序，高橋治右衛門正雄践

文政3序・践・刊

京出雲寺文治郎（三傍通舛屋町），大坂敦

賀屋九兵衛（心斎橋南二丁目），江戸須原屋

茂兵衛（日本橋通査丁目） ・英大助（本石町十

軒店） ・西宮弥兵衛（中橋広小路） ・岡田屋嘉

七（芝神明前）

5-62テ 1 む七百三拾弐全弐 30銭

テ；.－－..；.－グウジツデンヅエ

30522 天満宮貫惇園舎 半 11挟1冊

貝原翁元稿，梅園主人輯録，渓斎英泉画天保13刊

江戸須原屋茂兵衛，京吉野屋仁兵衛，大坂

河内屋太助・河内屋平七・播磨屋五郎兵衛

※多色刷画入り。

5-62テ3 む七百三拾三全 10銭

エホントタカウダン

30523 絵本徳行語ー～六 半 1峡6冊

目宮東掃著，田宮太一郎画，世古雪序

文化2序・刊

大坂吉文字屋市左衛門，京訟屋安兵衛・播

磨屋儀兵衛・寓屋宗兵衛・丹波屋新兵衛

※「槍本徳行談」とも記す。

1-84エ1 む七百拾壱θ 50銭

ホンテウスイボダイゼンデン

30524(1）本朝酔菩提全停初編壱～六

半（2）と合1映6冊

山東京停著，歌川豊圃画，竺賓蓮序

文化5序， t同6刊

江戸 西村宗七（本石町十軒店）・伊賀屋勘右

衛門（小般町二町目）

※墨書題簸は「鶏本朝酔菩提」。各巻頭題は「稲

妻表紙後編本朝酔菩提」。『昔話稲妻表紙』の後

編。（2）参照。

4-41ア93 ら弐百弐拾九初編六冊 (2）共75銭

イナヅマヘウシコウヘンシンコク
稲妻表紙 ホンテウスイボダイ

30524(2) 後編新刻 本朝酔菩提

- 57-

後峡一～四

山東京停著，歌川豊国画

書躍は（1）に同じ

半(1）と合1峡4冊

文化6刊

※題簸は「事酔菩提J，第1冊lζ 「稲妻表紙三編」

の札あり。

4-41ア93 大惣番号札剥落

オシュンデンベエジツジツキ

30525 阿旬殿兵衛賓賓記 初篇ー～五・

後篇一～五 半 1朕10冊

曲亭馬琴著・自序，歌川豊蹟画，杏林百痕序

文化5序・刊

江戸松本平介（江戸橋四日市）・榎本線右衛

門（深川森下町）・榎本平吉

※上記書名は各巻頭内題による。柱・後篇見返し

内題・初篇後補墨書題簸には「旬殿実々記」，

初篇見返し内題「曲亭新編貫貫記」，後篇原題策

「鵠旬殿貰貫記」。



一絵本・読本一

4-41ア54 ら弐百四十七初編全五冊

・ら弐百四十八後全五冊θ 70銭

新田 チユウセキデン

功臣柱石停巻ー～五

半1映5冊

為永春水（自序）・松亭金水合著，関戸直；おII
天保4序，同5刊

30526 

国芳画

尾州永楽屋東四郎，江戸須原屋佐助・平林

圧五郎・榎本平吉・康屋太七郎

※原題簸には「新田柱石停第初輯」とある。

4-41ア77 ら五百六十七 40銭

モヂテズリムカνニンギヤウ

30527 綬手摺昔木偶壱～五半11快5冊

柳亭種彦著，柳川重信画，松亭陳人序

文化10序・刊

大坂塩屋長兵衛（心斎橋通）， 江戸若林清

兵衛（馬喰町二丁目） ・山崎屋平八（同筋違御

門通平永町）

※各冊表紙に多色刷絵入り脇題簸あり。

4-41イ2 ら五百六拾壱 50銭

ヲンナモジヌエモノガタリ

30528 園字鶏物語査～五 半1帳5冊

有薬亭長根著・自序，葛飾北粛画

文化4序，同 5刊

江戸西村宗七（十軒店）・柏屋忠七（下谷御

成小路）

4-41ア39 ら五百三拾九全部五冊＠ 1円

モノグサタラウ

30529 物草太郎ー～十 (1807子1需拡伊
西洲散人著・自序，合川眠和画文化4序，同5刊

京小川多左衛門・小川五兵衛・小川彦兵衛，

大坂河内屋吉兵衛，江戸松本平助

4-41イ3 む六百弐拾三全拾冊。 30銭

30530 烏逼山調綾査～五

半 1朕5冊

鶴鳴堂主人著，ー楊粛正信画，金龍警合戸 <1825) 

文政7序，同8刊

京 三木太郎左衛門（寺町通御池下ノレ） ・吉野

屋仁兵衛（三条通数屋町），江戸大坂屋茂吉

（日本橋砥石店），大坂河内屋儀助（心斎橋

通北久太良町）

4-41ア76 ら九百五拾三 40銭

30531 五
U

夢
J

～花
h

浪

ダけ
中
談

わ
廓
奇

半 1秩5冊

平亭銀難著，歌川貞庚・歌川貞芳画，壷中屋宅金戸

天保6刊

京大文字屋得五郎・吉野屋仁兵衛，江戸丁

字屋平兵衛，左海住吉屋弥三郎，大坂河内

屋長兵衛

※人情本。多色刷挿絵1面あり。末尾lζ薬の広告

3丁あり。

4-43カ31 む百三十番 40銭

ダテモヤウ
伊達 ワカンノソメワケ

30532 模様和漢乃染分一～五

半 1峡 5冊

五島清道著，一繍馬関画，麓ナ卜｜端戸・校

文化10序，弘化3刊

大坂河内屋太助（心斎橋通唐物町）

※初版は文化 10刊。各冊巻頭の内題「議倭韓乃

染分」とあり。

4-41イ14 ら九百三十 20銭

フタグウキワ復讐 タワンギプイツタン

30533 奇話完義武逸談上・中・下

半1秩3冊

盛田小塩著・自序 文化4序・刊

京但馬屋太兵衛・寝屋喜右衛門，伏水亀屋

伊兵衛

※各巻頭には「客室完義武逸談」とあり， 3冊を

「智・仁・勇」とする。

4-41ア30 ら千五十回全三冊。 20銭

会担’古 コザタラヒメ

30534 広誌 小 桜 ひ め ー ～ 六

半 1秩6冊

山東京山著・自序，天山老人践，歌JU思問’晶子
徳瓶傭写 文化5序，同 6刊

江戸前川瀬兵衛・田辺屋太兵衛・平川舘忠右

衛門

※上記書名は原題簸による。第1・2冊内題「国

字小説小棲姫風月奇観J，第3冊以下内題「小

桜姫風月奇観」。末尾に書韓の広告あり。第3

・6冊等に書込み多数，「富塚村本屋嘉兵衛」

等とある。

4-41ア36 ら弐百五拾三前六θ 30銭

。。



－絵本・読本一

キノユゼンデン
キノニスルガ 7 ヒ

30535 全惇駿河舞査・武・三・蟻・

伍・陸 半 1 常s?4~
演松歌国著，ー峰斎馬国画，加藤清碧序文化11刊

京吉野屋仁兵衛・丸屋善七，江戸鶴屋金助

・松本屋新助・河内屋徳兵衛，大坂海部屋九

兵衛・播磨屋十良兵衛・河内屋嘉助

※第3冊裏見返しに大惣の広告あり，「美艶香」。

第6冊末に書障広告あり。

4-41ア62 ら八百三十壱全六冊θ 25銭

エホンヒコザンレイゲンキ

30536 絵本彦山霊験記一～十

半 11快10冊

著者未詳，平賀全粛序 享和3序，文政6刊

大坂伊丹屋善兵衛（心斎橋通博労町角）

※巻頭内題「絵本彦山権現霊験記」。巻末に書障

広告あり。

4-41ア83 む六百四拾六全十冊＠ 30銭

チユウゴクグワイデンイヅモモノガFリゼンチツゴタワ y

30537 中圏外侍出雲物語全！除伍巻
萱・弐・弐・韓・伍 半1秩5冊

東鑑亭主人補正，紀美麻日原編，森川保之画品解

亭主人・紀美麻呂共序 文政13刊

江戸大嶋屋停右衛門・丁字屋平兵衛，大坂

河内屋長兵衛・河内屋茂兵衛，尾張永楽屋東

四郎，京 山城屋佐兵衛

※原題策「現出雲物語」。巻頭内題・柱書「出雲

物語」。第2冊見返し『空会大全針刺宝』の広告

あり。巻末に書障の広告あり。各冊表紙iと絵と

梗概を記した彩色脇題築を貼付，ただし第5冊
は剥落。画ははじめの部分二色刷。

4-41ア9 ら九百三拾一全五冊 50銭

イン卓ンキダン

30538 
因縁 ヤナギカミ

奇談 柳可美上・中・下

半 1峡3冊

千世蔭山人著・自序，高さかえ画

江戸丹波屋甚四郎

文化4序・干リ

※原題策・巻頭内題「盟諸柳可美」。上冊見返

しに多数の印が捺しである。

4-41タ9 ら千五拾六全三冊 30銭
力事／ 7 

30539 可里濃婦美査・弐・参半1峡3冊

狂訓亭・柳山人合作，「さくしやより」自序

文政7刊

永林堂

※巻頭内題「翠仮宅文章」。若干の挿絵あり。巻

末に書障の広告あり。

4-41タ2 む三十弐0 30銭

オザンモへエ
おさんムナカタゴヨミ

30540 茂兵衛宗像暦 ー～四・四下・五・

六 ’半1峡7冊
ちぬ平魚著・自序，ー峰粛馬円画 文イ~~1fflj

江戸鶴屋金助（田所町）・西宮摘兵衛（中橋

広小路町），大坂和泉屋善兵衛（堺筋備後町）

・文栄堂河内屋嘉七（心斎橋通北久宝寺町）

※書名は見返しの内題による。原題策「文化新板

宗像暦」。柱書「胸肩暦」。見返しに「書林文

栄堂栄泉堂」とある。見返しに「改，古」等

の印がおしてある。序のあと本文の前に書林の

広告あり。巻末にも書林の広告あり。第3冊の

見返し・裏表紙見返しに大惣を宣伝する書込み

あり。

4-41ア99 ら八百三十三全七冊。 50銭

；） ヨウキウグンダン ゼンチツロタデ 7
羨久 力7 夕刊イヘイキ 前峡

30541(1) 軍談 鎌倉太平記 六帖

萱～六半1供6冊

東雛亭菊人著，森川保之画，北郭散人序

文政7序，同10刊

京吉野屋勘兵衛・吉野屋仁兵衛，江戸大坂

屋茂吉，大坂秋田屋太右衛門

※同番号に後編6冊（別峡）あり。（2）参照。巻末

に後篇の予告・書障の広告あり。見返しには

「京摂穀豊合梓」とある。

4-41サ13 ら五拾八前編六冊 (2）共30銭

ジヨウキウグンダン コウチツロタデ72長久 カ？クラ Fイへイキ 後帳
30541(2) 軍談 鎌倉太平記 六帖

萱～六半1秩6冊
東鑑亭主人著，森川保之画，左典厩大丞源正詔題言

（真名書和歌一首）

※墨書題簸「議鎌倉太平記珊」。見返しには「京

摂替差合梓」とある。巻末に前編の紹介あり。

4-41サ13 ら五拾八ノ二弐篇六冊

カタキウチエツヂヨデン

30542(1）復讐越女停前篇査～五

半 1峡5冊



－絵本・ 読 本一

柳川春種著・自序

書捧不明 天保3序

※巻頭の内題「復仇越女停前編」。序題は「越女

停」。表紙見返しに三色刷の叙景画あり。各巻

とも表紙に，登場人物各々一人と発句を配した

彩色絵入り脇題簸あり。後篇については（2）参照。

4-41ア24

ら七百四十弐前編五冊。 (2）共40銭

ヱツヂヨデy

30542(2）越女停後編萱～五（1832~ 1需品F
柳川春種著，黙々山人序 天保3序，同4刊

京本屋宗七・丸屋善兵衛・山城屋佐兵衛，尾

張松屋善兵衛，大坂河内屋長兵衛，堺住

吉屋弥三郎，江戸伊勢屋忠右衛門（麹町平川

二丁目） ・丁子屋平兵衛〈小停馬町三丁目）

※書名は見返し内題による。原題簸は「復讐越女

伝後編」（「復仇一一Jとも）。巻頭の内題は「復

読経芸荏後編」。第1冊表紙見返しは多色刷。題

策lζ（1）と同様の絵・発句，第4冊末には棄の広

告あり。

4-41ア24 ら七百四十三

カタキウチキタン
復離 7'~ カピザウシ

30543 音語 葦牙隻紙査～八
半 1秩8冊

鉄格子大人著・自序，浅野高丸序，宅属昇峯帯8) 

文化6序，同7刊

京訟屋安兵衛（寺町通御池下ノレ），江戸角

丸屋甚助（麹町通平川二丁目），大坂河内屋

吉兵衛（心斎橋通南本町） ・河内屋儀助（同唐

物町）

※原題簸に角書：なし。大惣番号札貼替の跡あり。

見返しは二色刷。第8冊裏見返しに朱印「口口

賀町口口堂記」がおしてあり，その上に「松月J

と書かれている。

4-41ア 1 む六百四拾全八 30銭

カタキウチ
f信 タワウセイキダン

30544 肇噴世奇談一～五

半1朕5冊

振鷺亭主人著，高陽亭酒人序，月光亭墨f鳩）

文化15序・刊

京訟屋安兵衛，江戸角丸屋甚助，尾張松

屋善兵衛，大坂河内屋嘉七・秋田屋太右衛門

※原題築「かたきうちこうせいきたん（む）」，巻

頭内題・柱書に角書なし。

4-41ア27 ら九百四拾萱全五冊θ 40銭

カマタラネンダイヅエ

30545 鎌倉年代図会一～五 半 11快5冊

蘭山翁著，柳川重信画，梅園漁翁校弘；a1！，明読書

翁序 天保14序，同15flj

江戸釜屋亦兵衛（両国米沢町）・平林庄五郎

（本町松坂町）

※巻頭内題「鎌倉年代園舎初集」，柱書「年代園

舎初集」。巻末に第二集の予告あり。見返しに

「中金堂平林堂全梓」とある。第3冊裏見

返しに書込みあり。

4-41サ14 ら四拾九全五 50銭

エホンカマタラジンワ

30546 絵本鎌倉新話萱～六 半 11快6冊

手猿兎月著，法橋中和画，曲亭主人宅sosr中執戸

文化5序，同6刊

江戸西村源六（本石町十軒店）・角丸屋甚助

（麹町平JIに丁目），名古屋菱屋久兵衛（本町

九丁目），大坂加賀屋弥助（心斎橋順慶町）・

河内屋太助（心斎橋唐物町）

※後補墨書題策は「絵本」を角書にしている。

4-41ア14 ら弐拾九全六冊＠ 30銭

エホンカメヤ.，，，~ナシ

30547 絵本亀山話 H～十 半 1峡10冊

速水春暁斎著・画，谷井敬英序，平宅議戸題言803)

享和2序，同3刊

大坂津園屋清兵衛・伊勢屋喜兵衛・泉屋源七，

京 吉野屋仁兵衛・八幡屋金七・大津屋源兵衛

．升屋勘兵衛・本屋太助・訟屋安兵衛

※序の題は「復讐亀山新話」。享和3の「小森氏j

の署名捺印がある。

4-41ア15 む六百拾五全拾冊⑤ 30銭

カタキウチヒョウジヤウノシモ

30548 敵討氷上霜査～六半11快6冊

箕山文亭著，産渓画，曳自山人序，宅露合青宅議）

文化5序，同6刊

京著屋儀兵衛，大坂河内屋八兵衛・秋田屋

太右衛門・富田屋清造

※柱書仁報仇氷上霜」。第6冊巻末「槍本氷上霜」。

4-41ア26 ら八百弐十弐全六冊い印 30銭

- 60一



一絵本・読本一
ゲY タイツトウシ

30549 源氏一統志首巻・査～九半2峡10冊

中村定保著，前北粛為一老人画（「四」まで），柳川

重信画（「五・六J），玉蘭粛貞秀画（「七」号7),
宅山手人序，董斎正祐序（「思Jまで）天保時，弘

化3刊，（「五」以下）嘉永3刊（「四」まで）

京河内屋藤四郎（寺町通悌光寺角），大坂

河内屋茂兵衛（心斎橋筋博労町），江戸菊屋幸

三郎（馬喰町武丁目）， （「五」以下）京菊屋

七郎兵衛（寺町通り松原上ノレ），大坂・江戸は上

に同じ。

※第5～9冊は表紙改装で大惣番号不明。

4-41サ22 ら五十四番全五冊※参照 75銭

ケイセイコノイト
傾城ラ yテ7 キ

30550 此糸 蘭蝶記上・中・下

半1映3冊

鼻山人著・自序，渓斎英泉画 文政7序

書購不明

※人情本。

4-41タ12 む弐拾五番初篇三冊。 30銭

ゲツピヨウキエン

30551 月氷奇縁ー～五 半 1峡5冊

曲亭馬琴著・自序，東秋瓢践，文金堂森本太助践

享和3序，文化2刊

江戸蔦屋重三郎（本町通油町），名古屋 永

楽屋東四郎（本町），京 著屋儀兵衛（三条通御

幸町），大坂播磨屋五兵衛（心斎橋北詰）

河内屋太助（心斎橋通唐物町）

※上記書名は見返し内題および各巻頭内題によるo

原題績には「復讐」の角書あり。目録の題は
かたきうち申も申がたり

「復讐小説月氷奇縁」。文金堂蔵板目録あり。

4-41ア34 ら五百弐拾弐全五冊 25銭

エホンカウユウダン

30552 絵本孝勇語 前肩壱～五，後肩壱～参

半 1映8冊

東簸亭主人著，法橋西村中和・森川保之画，尚古館

主人序 文政8刊

大坂河内屋茂兵衛，江戸大阪屋茂吉，名古

屋美濃屋清七，京吉野屋仁兵衛・伏見屋半

三郎・山城屋作兵衛

4-41ア16 ら七百三十弐初編五冊。

－ら七百三十三弐編三冊 30銭
センサイキエン

仙客 メイゲツセイダ y

30553 奇縁明月清語巻之ー～五

半 1峡5冊

東簾亭主人著・自序，森川保之画 文政12刊

江戸大坂屋茂吉，大坂伏見屋嘉兵衛・河内

屋長兵衛・河内屋茂兵衛，京伏見屋半三郎

4-41ア 100 ら九百六十一 25銭

ツ rtメセイサンウダン

30554 濡玄鳥栖傘雨談前集萱～五

・後集萱～五 半 Ir快10冊

墨川亭雪麿著，柳川重信画，蓑笠漁隠序（前・後輯）

天保6前輯序，同7長輯序・刊

京 丸屋善兵衛・山城屋佐兵衛（前集のみ），

江戸平林庄五郎，大坂河内屋茂兵衛・河内

屋長兵衛，堺住吉屋弥三郎，江戸丁字屋平

兵衛

※内題，「玄鳥」を「燕」と書く。

4-41ア79 ら三百弐亡コ初編亡コ

・ら三百弐拾七色 ぬれっぱめ後屑 60銭

ゴダイ 9キゴユチモノガタリ

30555 五大力後日物語ー～五半1秩5冊

狂蝶子文麿著，一峰粛馬園画，梅の古木序

文化住・干lj

大坂和泉屋儀兵衛（南瓦屋町）・河内屋嘉七

（心斎橋通北久宝寺町），江戸西宮蒲兵衛（日

本橋通贋小路）

4-41ア38 ら九百三十弐全五冊θ 25銭

エホンプVヤウクンコウキ

30556 絵本武将勲功記一～十二

半 2峡12冊

楢村長教著，速水春暁粛画，口童散人序

享和元序・刊

京 吉野屋仁兵衛（寺町通三傑下Jレ町） ・鉛屋

安兵衛（寺町通二傍下fレ町）

4-41サ 7 た七百七拾壱全十二 60銭

キンリンケシヤウザタラ

30557 金鱗化粧棲ー～六 半 1峡6冊

中川昌房著，一峯粛馬園画，閣外逸人題言

文化9題言・刊

京吉野屋仁兵衛（御幸町六角下Jレ），大坂

加賀屋仁コ（心斎橋通北久宝寺町）・平野屋仁ゴ

（心斎橋通大宝寺町） ・仁二コ（心斎橋通博労

口） ・仁コ（谷町三丁目）

※第6冊刊記・裏表紙破損。内題には角書「筑前

国／鐘ケ岬」あり。

4-41ア32 ら八百弐十八全六冊い印 30銭
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一絵本・ 読 本一

メイゲツヤワ

30558 名月夜話一～六 半 1帳 6冊

白山保朗著，柳川重信画，雪悲道人序

文政7序・刊

江戸榎本平吉（深川森下町），大坂河内屋茂

兵衛（心斎橋博労町），京近江屋治助（三傍通

柳馬場）

※内題「繍像桂蔭談」または「桂蔭談」。

4-41イl ら八百五十四全六冊。 25銭

エホ ンハコネヤマレイオウデy

30559 絵本箱根山霊庭、伝査～六

半 11快6冊

速水春暁薦著・画，田義和序 享和3序・刊

大坂本屋佐吉・伊勢屋喜兵衛，京浅井庄右

衛門・升屋勘兵衛・井口藤兵衛・八幡屋金七・

大文字屋仁兵衛・梅村伊兵衛・蕃屋儀兵衛

4-41ア80 む六百四拾壱＠ 25銭

イロハザ ウシ

30560 以呂波草紙巻之第一～第五

半1幣3伊
暁鐘成著・画・自序 文政6刊

京本屋宗七（車屋町二条上ル丁），江戸大坂

屋茂吉（日本橋砥石店），大坂河内屋平七（

斎橋通南久太郎町）

※上記書名は原題簸による。内題の角書「諜」。

4-41ア10 ら九百五十番弐番 15銭

エホンハツコウデン

30561 絵本発功伝巻ー～六 半 1峡6冊

速水春暁粛画，田之龍序 享和4序・刊

大坂河内屋太助，京灰方伊兵衛・上坂与左

衛門・大橋仁兵衛

4-41ア20 ら百六拾五全六冊QY 20銭

新板 イヅミノチカヒラモノガタリ

30562 槍入泉親衡物語壷～伍

半1秩5冊

福内鬼外著・自序・自践，北尾紅翠斎画

文化6序・践・刊

名古屋風月孫助（本町一丁目）・永楽屋東四

郎（本町七丁目） ・菱屋久兵衛（本町九丁目），

大坂 海部屋勘兵衛（西口砂場前）・前川六左

衛門（中橋南塗師町），江戸三河屋宗兵衛（三

田三倍坂） ・宇多閣儀兵衛（山下御門通南鍋町

一丁目）

4-41ア8 ら五百四十六 30銭

フククウ
ノ官 チユウカウ 7!1ミノウラ

30563 箸忠孝二見浦前篇ー～五・後篇

一～五半1峡10冊

南里亭其楽著・自序，柳斎重信画，白頭子魚柳校，

山蛙土信敏 文政13践，天保2序・刊

堺住吉屋弥三郎，江戸三輪里幸蔵・丁字屋

平兵衛，名古屋永楽屋東四郎

※後篇に逸名序あり。内題「復讐二見浦」あるい

は「二見浦」。

4-41ア86 ら七百四拾番。初篇五冊

－ら七百四拾壱番＠弐篇五冊 30銭

カスミノ 7 ガキトホヤマユツキ

30564 霧簸遠山日記一～五半1秩5冊

知山路猟雄著 文政10刊

大坂河内屋平七，京伏見屋半三郎・本屋宗

七，江戸大坂屋茂吉，名古屋永楽屋東四郎

※第2冊以下内題下の著者名「山路猟雄」。柱書

「遠山日記」。

4-41ア23 ら九百五十六全五冊θ 15銭

ジンゴラウグワイデン

甚五郎 サタウキダン

30565 外伝 佐万奇諒一～五

半 1峡5冊

手塚兎月「遺稿」，東雛主人序

名古屋永楽屋東四郎（本町通七丁目），江戸

同出店（日本橋通本銀町二丁目）

※『国書総目録』によれば嘉永2刊，松川半山画。

4-41ア43 ら九百七十九号 35銭

サイギヤウホフシイチダイキ

30566 西行法師一代記一～六半1帳6冊

葛原斎主人著， 洛北梅舎主人序， 畠山保朗・著老春

泉・森川保之画 文政5序，天保2刊

大坂増田源兵衛（心斎橋北久宝寺町），京

梅村伊兵衛（三条寺町西へ入町） ・菱尾徳兵衛

（今出川大宮西へ入二町目） ・石田治兵衛（一

条大宮西へ入町） ・吉野屋仁兵衛（三条獄屋町

西へ入町）

4-41ア45 む七百拾五全六冊θ 50銭

イツキウハナシコウへン

一休謹 エホンウスムラサキ

30567 後篇 画本字寿紫一～六

半 11快6冊

是水曳菊亮著・白践（文化13），露電散人序（同官），

富士谷御杖序（同13) 文化13刊

大坂河内屋喜兵衛・河内屋嘉助，京吉野屋
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－絵本・読本一

仁兵衛・菊屋長兵衛

※上記書名は原題簸によった。見返し内題は図形

化された文字で「一休稗師濃紫」とあり，露電

序の題は「涜紫」とする。

4-41ア12 む七百七θー休語後篇 30銭

占 h ... .. , ~－－~ ー カゴメグサ

30568 3長久全伝香寵草ー～六

半1供6冊

梅暮里谷峨著，歌川豊国・歌川国房画，葬亭主人序，

雲昇軒赤龍践 文化7殿，同8序・刊

江戸若林清兵衛（馬喰町三丁目）， 山崎平八

（外神田御成道）

※上記書名は見返し内題による。原題策に「春

輿」を冠する。

4-41ア22 ら四百仁コ 60銭

シテンワウショウトウイロク

30569 四天王集u盗異録前篇ー～五・

後篇一～五 半 1秩10冊

曲亭馬琴著・自序，歌川豊園画，魁膏療史校・殴，

梅桐軒序（後篇）

文化元序（前編），同2序（後編），同3刊

江戸俸鶴堂鶴屋喜右衛門（通泊町）

※各冊内題に「源家／勲績」と角書あり。

4-41ア50 ら弐百三拾三番全五冊四番

－亡コ後五冊＠ 40銭

シyカザネゲダツモノガタリ

30570 新累解脱物語ー～五半1秩5冊

曲亭馬琴著，葛飾北粛画，文金堂主人序，友石主人

序 文化3序，同4刊

江戸鶴屋喜右衛門（通油町），京菱屋孫兵

衛（御幸町姉小路下Jレ町） ・訟屋安兵衛（寺町

二僚下ノレ町），大坂河内屋太助（心斎橋筋唐

物町）

※一名「巷談因果経J。第5冊末K，杉風・曽良

・芭蕉・其角・嵐雪・羅文・梅桐・任口の発句

を附す。

4-41ア58 大惣番号札剥落（六改c） 30銭

シユ yクワ y ソウヅシマモノガタリ

30571 俊寛僧都嶋物語査～八

半1峡8冊

曲亭馬琴著・自序，一柳斎豊虞画，清世閑人序（第

5冊） 文化5序・刊

江戸英平吉（神田通鍋町）・柏屋半蔵（同町

東側）

※前編・後編（下篇）各4冊より成り，第8冊は

附録で「ー名俊寛考Jとある。

4-41ア53 ら二百四拾五全部八冊 35銭

f官 キンショウダン

30572 肇琴松誇（ー）～六半 11快6冊

柳園種春著・自序，柳斎重春画文政蹄・同協lj

京吉野屋仁兵衛・伏見屋半三郎・山城屋佐兵

衛，江戸了子屋平兵衛・大坂屋茂吉，名古屋

永楽屋東四郎，佐海住吉屋菊三郎，大坂

河内屋長兵衛

※各冊内題は「槍本琴松謹」。

4-41ア84 ら四百三十七全六冊θ 25銭

キタノレイゲン
北野 7~ パノムメ

30573 霊験二葉の梅ー～六

半 1峡6冊

栗杖亭鬼卵著・自序，一峯粛馬園画

文化9序，同10刊

京伏見屋半三郎，江戸鶴屋金助，大坂播

磨屋重郎兵衛・河内屋嘉助・山田屋嘉右衛門・

秋田屋太右衛門

4-41ア88 ら八百三十番全六冊い印 25銭

ハタケヤマシゲタダ
息山 ホリカハセイダン

30574 量忌 堀川清談一～五・

二編一～五 半 2峡10冊

南仙笑楚満人著，渓粛英泉画，赤山居士序，騨亭駒

人補訂，楚満人自序（二編）

文政8序，同9刊，同10二編序

江戸西村屋輿八・越前屋長次郎・大坂屋忠兵

衛

※正編各冊には脇題策があり， 「美佐吾適満喜」

と記されている。

4-41ア90 ら弐百九拾前五θ

－ら弐百九拾壱θ 40銭

サクラギモノガタリ

30575 桜木物語萱～五 1峡 5冊

東漁著・自序，石田玉山画 文化4序，同9刊
江戸西村輿八，大坂播磨屋重郎兵衛・山田

屋嘉右衛門・秋田屋太右衛門

4-41ア46 ら九百弐十六全五冊θ 20銭

イヌ卓コクワイワ
犬猫 シツペイタラウ

30576 怪話 竹箆太郎査～五

半1帳5冊
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一絵本・読本一

栗枝亭鬼卵著，阿州吉田鶴序 文化6序，同 7刊

江戸西村源六，京伏見屋半三郎，大坂勝

尾屋六兵衛・山田屋嘉右衛門・富田屋清蔵・秋

田屋太右衛門

※上記書名は内題による。第1・2冊の巻末内題

には角書なし。第3・4・5冊の巻末内題は

「繕本竹箆太郎」。序題は「犬猫苛談」で，第

1冊後補墨書題築は「奇襲竹箆太郎」。

4-41ア52 ら九百弐十番全五冊θ 20銭

ダイネンプツグレイホウリヤタデン

大念悌寺 レンリノカタソデ

30577 霊宝略伝 連理隻袖

萱～伍半1峡 5冊

十返舎一九著・自序， t王画堂芦園画 文化8刊

江戸西宮蒲兵衛・平野屋宗七，大坂秋田屋

太右衛門・河内屋嘉七・敦賀屋久四郎

4-41イ12 ら五百五十番全五冊θ 20銭

Z ホンキダン

繕本 キツねノガタリ

30578 奇談喫茶物語

－下之巻（査・武・人）

鳳樹粛画，浪花のうら人序

書捧・刊年不明

※ノドに「利休」とある。

4-41ア31 ら千五十五全三冊θ 25銭

上之巻・中之巻

半 1峡3冊

ツウゾタフザy ノユメ

30579 通俗亙山夢ー～五 半 1秩5冊

十返舎一九著・自序・自践，松高粛穏戸 Sl 

文化10序，同12刊

京近江屋治助（三条通柳馬場西エ入）， 大坂

秋田屋太右衛門（心斎橋通安堂寺町） ・播磨

屋十郎兵衛（心斎橋通北久太郎町） ・河内屋嘉

七（心斎橋遥北久宝寺町），江戸 田達屋太兵

衛（上槙町） ・西宮蒲兵衛（中橋虞小路）

4-41ア71 む百拾七全五冊。 25銭

ムカジガタリシチヤノタラ

30580 昔語質屋庫初篇ー～五

半 1秩5冊

曲亭馬琴著・自序，春亭勝川主人画，ぷ伊陳人魁膏

践 文化7序・践・刊

大坂前川源七郎（心斎橋通北久賓寺町四町田

十八番地），江戸 西村屋輿八（馬喰町二町目），

大坂河内屋太助（心斎橋筋唐物町）

※上記書障の蔵版目録あり。柱書「質屋庫」。

4-41ア96 大惣番号札剥落 40銭

カハチモメ yダ：，..；，，チジマ

30581 河内毛綿団七縞ー～五半1帳5冊

栗杖亭鬼卵著，一峰粛馬園画，加藤随鴎序

文化11刊

京伏見屋半三郎・吉野屋仁兵衛，江戸鶴屋

金助，大坂秋田屋太右衛門・河内屋嘉助

※上記書名は原題策・内題による。見返し内題・

柱書は「団七縞（属）」。

4-41ア28 ら九百三十回全五冊θ 20銭

ノトノカミノリツネグワイデン

能登守 ザイカイナミマノツキ

教経外伝 西海浪間月

巻一～巻五 半 11挟5冊

森川保之「戯編井繍像」 天都5fU

江戸丁子屋平兵衛（小停馬町三町田）・大嶋

屋停右衛門（京橋弥左衛門町），大坂河内屋

茂兵衛（心斎橋筋博労町南）・河内屋長兵衛（心

斎橋筋博労町北），名古屋 大野屋嘉兵衛（本

町通七丁目），京伏見屋半三郎（寺町通錦小

路） ・山城屋佐兵衛（三傍通教屋町角）

※末尾に山城屋の蔵板小説目録，第2冊見返しに

『大全針刺宝J，第3冊見返しに『増補児阻調

法記大全』の広告あり。

4-41ア44 ら九百六十五 20銭

30582 

ムカシカタリマツムシヅカ

30583 昔語松虫墳巻之ー～六

半 1帳6冊

聴雨軒著・自践，桂向山人画，御杖序

文化8序・刊

江戸鶴屋金助（田所町新道），大坂平野屋

宗七（大宝寺町） ・今津屋辰三郎（江戸堀二丁

目） ・河内屋太助（心斎橋唐物町） ・河内屋儀

助（北久太郎町） ・河内屋嘉七（伝馬町）

※各冊の内題は「槍本昔語松虫墳」。

4-41ア97 ら八百弐十六全六冊い印 25銭

イセヒウガ

伊勢ヤドリギサウシ

30584 日向寄生木草紙査～五・

後篇一～五 半 1峡10冊

栗杖亭鬼卵著，狂画堂芦洲画 文化12刊

京本屋宗七（車屋町二条上ノレ町），江戸鶴

屋金助（田所町），大阪塩屋長兵衛（心斎橋

通伝馬町）

4-'---41イ4 ら七百弐十番全五冊

・ら七百弐十壱後篇全五冊 30銭
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一絵本・読本一

ジパz yセツ

斯波 ジチユンカラウ

30585 遠説七 長臣ー～六半l峡6冊

梅暮里谷峨著，歌川国貞・渓斎英泉画，烏有愉戸

文政3序

大坂河内屋太助（心斎橋筋唐物町）・河内屋

平七（久太郎町北江入），京伏見屋半三郎（寺

町錦上Jレ），江戸鶴屋金助（人形町通乗物町）

・大坂屋茂吉（日本橋砥店）・越前屋長次郎（橘

町二町目）・大嶋屋伝右衛門（弥左ェ門町）

4-41ア51 ら四百三拾全六冊θ 25銭

ムカシ；ガタリイバラノツユ

30586 昔語茨之露ー～六半1峡6冊

好花堂野亭著，葛飾戴斗画，南里亭橋戸 <1820) 

文政2序，同3刊

京 ι 吉野屋仁兵衛（五幸町蛸薬師上Jレ），江戸

前川六右衛門（日本橋新左衛門町），大坂河内

屋長兵衛（心斎橋通博労町北入）

※内題には「いはらの露」とも。墨書題策は「昔

語」を角書とする。

4-41ア98 ら八百五十三 30銭

チユウカウイプキモノガタリ

30587 忠 孝 伊 吹物語一～五半1峡5冊

暁鐘成著・画 文政12刊

大坂河内屋平七，京伏見屋半三郎・本屋宗

七，江戸大坂屋茂吉，名古屋美濃屋伊六

※文繍堂蔵板。柱書「伊吹物語」。題策の用字「謄

吹」とも。

4-41ア68 ら九百五十九全五冊。 20銭

シンベンタマザカモノガタリ

30588 新編熊阪説話

感和亭鬼武著・自序

書購不明

※巻末内題「熊阪説話」。

4-41ア59 ら九百三十六全五冊。 20銭

一～五半1帳5冊

文化12序

カタキウチムザシアプミ

30589 復 讐武 蔵 鐙 査 ～ 五 半1峡5冊

石倉堂主人著・自序，浦川一船画 天保8刊

大坂河内屋重太郎（心斎橋通博労町北へ入東

側），京大文字屋得五郎（三条東洞院東へ入），

江戸了子屋平兵衛（小伝馬町三丁目），名古

屋永楽屋東四郎（本町七丁目），泉州 住吉

屋菊三郎（堺山口北糸屋町），摂州蛤屋儀兵

衛（兵庫三軒家）

※刊年ならびに画者は『国書総目録』による。

4-41ア25 ら九百六十八全五冊θ 20銭

..,. ？ ヲ ト メ タ マ ト リ ザ ウ シ

30590 蜜人少女玉取草紙一・二之上・

二之下・三～六 半1峡 7冊

河東東漁著，ー峯粛馬園画 文ィ~11~トIJ
京伏見屋半三郎・吉野屋仁兵衛，江戸前川

六左衛門・鶴屋金助，大坂秋田屋太右衛門・

河内屋嘉助

※巻末内題「玉取草紙」。

4-41ア 6 ら八百三十六全七冊。 30銭

30591 
画本 ハウカゾウモノガタリ

復讐放家僧談 一～四

Tis!sr 4冊
節亭主人著，童渓画，住田因幹序 文化3序・刊

江戸伏水屋卯兵衛（東叡山下谷虞小路）

※上記書名は見返し内題による。原題策は「画本

無可思語復讐放家僧」，内題は「絵本復讐放

下僧」。

4-41ア91 ら千五十弐全四冊 30銭

フクジウナツメモノガタリ

30592 復儲棄物語ー～六半1朕 6冊

金太棲主人著，一楊粛正信画，伊藤周輔序

文政10刊，同11序

京吉野屋仁兵衛，尾張美濃屋清七，江戸

大坂屋茂吉，大坂敦賀屋治郎兵衛・河内屋儀

助

※見返しに「一名饗鳳池」とある。第1冊に著

者による文化8の「口裏」あり。

4-41ア85 ら八百五十六全六冊θ 40銭

アヅ7 ヲトコヨルベノイトスヂ

30593 東男奇遇糸筋一～五半1帳5冊
感和亭鬼武著・自序，狂画堂童国画，五斗八木丸践

文化 8序・刊

大坂秋田屋太右衛門・平野屋宗七，江戸閥

口平右衛門・竹川藤兵衛・西宮弥兵衛

※題策および序題には角書「緩綱五郎／者黒兵衛」

あり。第2・3冊末の内題「鑓糸筋」。他の内題

でも「鑓（よるべ）」字を用いている。

4-41ア3 ら九百弐十三全五冊。 25銭

トコナツサウシ

30594 常夏草紙壱之巻～六之巻半1秩6冊

曲亭馬琴著・自序 文化7自序

F
h
u
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京河内屋藤四郎（寺町通仏光寺），江戸 須

原屋茂兵衛（日本橋通一丁目） ・山城屋佐兵衛

（同二丁目） ・須原屋新兵衛（同二丁目） ・山

城屋政吉（同四日市）・英大助（本石町十軒店）

・英文蔵（下谷御成道） ・丁子屋平兵衛（大伝

馬町二丁目）・岡田屋嘉七（芝神明前），大坂

河内屋藤兵衛（心斎橋筋本町角） ・河内屋茂兵

衛（心斎橋筋博勢町）

※旧蔵者「津田」印あり。

4-41ア75 大惣番号札剥落 20銭

Z ホンカタキウチアダチガハラ

30595 絵本報仇 安 達 原 一 ～ 六 半1帳6冊

文亭主人著，辞元膏史校，石田萎華画

大坂三木佐助（心斎橋筋北久宝寺町通角）

※『国書総目録』によれば文化4干lj。柱書「あだ

ちがはら」。

4-41ア2 大惣番号札原欠か 25銭

エホンカタキウチカウヂヨデン

30596 絵本敵討孝女停一～三・五・六

半1秩5冊

岡田鼎著・画，法橋玉山添削 享和元刊

大坂聾屋忠兵衛（心斎橋筋北久太郎町）

※第3冊表紙に「む六百」の札あり。第4冊を欠

く。柱書「画本白石話」。

4-41ア42 大惣番号札原欠か 25銭

チユウシンスイコデン

30597 忠臣71<1許伝 前篇ー～五・後篇ー～五

半1映10冊

山東京伝著：1旦序，弔mF老践（明第J <1801) 

（前）寛政10淳；同d干ij; （後）同i2序，享和元刊

江戸蔦屋重三郎（通油町）・鶴屋喜右衛門（同

所）

※前・後編のそれぞれの末尾に，諸氏の「題言」

多数あり。

4-41ア70

ら弐百拾壱・ら弐百拾弐弐篇五冊 50銭

カゲキヨグワイデン

30598 景清外伝初編・後編・三編各壷～五

半 3秩15冊

緯山翁著・自序，歌川圏直画（山”） 0818) 

（初・後編）文化i4刊，（三編）同15刊

江戸角丸屋甚助（麹町平川二丁目）・鶴屋金

助（田所町新道） ・伊勢屋忠右衛門（麹町平川

二丁目） ・伊勢屋忠右衛門（山王町）

※見返しの内題に「景清外伝一名松乃操」とあ

る。「耕文堂平川舘合梓」ともある。大惣番

号は，初編が「景清外惇初編五／ら弐百七拾八

@J，後編「ら弐百七拾九壱」，三編「景清外伝

三編五／ら弐百八拾番」。

4-41ア21 ※参照 50銭

キダン
三年フタジウリエン

30599 議復讐梨園一～五 九.M~5 冊
西郊田楽子著・自序，有秀粛蘭亭画文政2序・刊

京本屋宗七，大坂河内屋太助・塩屋長兵衛，

江戸鶴屋金助，名古屋松屋善兵衛

※第1冊一部焼損を筆で補っている。各巻内題に

は角書なし。

4-41ア87 ら九百四十六全五冊θ 30銭

アラシヤマツキハナモノガタリ

30600 嵐峡花月奇誇査～五・後編萱～五

半1秩10冊

瀬川恒成著，関亭京鶴校・序，菱川清春克）

天保5序・刊

江戸 丁字屋平兵衛（小樽馬町三丁目）・中村

屋幸蔵（南惇馬町三丁目），尾州玉屋新右衛門

（樽屋町巾下），京近江屋治助（三燦通富小路）

・伏見屋半三郎（寺町通錦小路），大坂秋田屋

市五郎（心斎橋通南久太良町）

※書名のよみ方は内題の振仮名による。巻末の内

題は後編第3冊まで「嵐峡」を省いている。

4-41イ10 花月奇談初篇五冊ら七百四十四

・ら七百四十五後篇五 40銭

ナナク セジヤウゴ

30601 七くせ上戸査～三 半1朕 3冊

式亭三馬著・自序・自践，岡山鳥宅8os~Jll国明）
文化6自序，同7序

江戸西村源六（本石町十軒店）・西宮弥兵衛

（日本橋青物町） ・西宮平兵衛（同虞）

※内題「嘗世七癖上戸」。原題簸に記された「雅

名」は「新水鳥記」。

4-43ア19 む百弐拾九番全三冊武番 20銭

負金サウチユウロク

30602 裳隻忠録 前篇萱～伍・後篇ー～五

半 1帳10冊

池田東雛亭著，柳川重信画，尚古館宅金戸 （ ） 

文政5序，同7刊

- 66一

京吉野屋仁兵衛・伏見屋半三郎・山城屋佐兵

衛，江戸大坂屋茂吉，大坂河内屋長兵衛・



一絵本・読本一

河内屋茂兵衛

※各冊の墨書題簸は「譲論本双忠録」。各冊目録

は色刷。

4-41ア18 ら七百弐拾八初編五冊＠

－ら七百弐拾九後編五冊＠ 35銭

ヤマトノタユツツヰノシミヅ

30603 大和園筒井清水巻之ー～六

半 1峡6冊

潰松寄園著，浅山芦園画 文化14刊

京吉野屋仁兵衛（御幸町蛸薬師上Jレ），大坂

河内屋嘉七（心斎橋通北久宝寺町）

※第1冊表紙右肩に「＠」と記した札あり。各冊

に脇題策あり， 「口松寄園著浅山芦園画／檀

勘左衛門誠忠惇／此まきにとくは磐井射術（第

2冊以下それぞれ春興音曲・老狐夜嵐・古書青

棲・密書経文・良夜藤浪）」とある。

4-41イ 5 ら八百四十三θ 20銭

ヤグチゾクワユツタシンレイ

矢口続話 チユウカウテイフデン

新田精霊 忠孝貞婦伝一～六30604 

半 1峡6冊

漬松歌園著，一峯粛馬園画，芦の屋のあるじ序

文化10刊

京伏見屋半三郎，江戸西村源六，大坂池

田屋喜助・河内屋徳兵衛・播磨屋重郎兵衛・山

田屋嘉右衛門

※柱書「貞婦伝」。

4-41ア69 ら八百弐十九全六冊θ 25銭

7プラウリ

30605 売油郎ー ～五 半 1峡5冊

芝屋芝曳著，浅山童園画 文ィ1怒らリ
京近江屋治助，江戸鶴屋金助・秋田屋太右

衛門・布屋忠三郎，大坂河内屋徳兵衛・播磨

屋重郎兵衛

※原題築上部には「ながぱなし」と刷られている。

4-41ア4 ら九百三十九全五冊い印 30銭

ケハヒミヅセングワ Y F ヒ

30606 俵粧水千貫槽箆査～守814~ 1需品F
演松歌園著・自序，浅山麓国画文化11序，同12刊

京伏見屋半三郎，江戸鶴屋金助，大坂海

部屋九兵衛・山城屋藤吉・泉屋善兵衛・播磨屋

十郎兵衛

※各巻末内題は「千貫槽寛j。

コウポ7ダイ V ゴイチダイザンギ

30607 弘法大師御一代讃儀上ノ上・

上ノ下・中ノ上・中ノ下・下ノ上・下ノ下

半 1峡 6冊

法界寺堪空者，菱川清春画，旭泉翁序

天保4年，品sgヰlj

京菱屋孫兵衛（御幸町通御池下ル町）

※「皇都五車棲上梓」と見返しにあり。「書林

丸半」「ほん／はいせ」の印あり。

1-21コ3 よ四百五番全六冊 30銭
7 9ワケガミヲロチモノガタり

30608(1) 欺警蛇物語一～五半1峡 5冊

全亭正直著・自序，渓粛英泉画天保元序，同3flj

大坂河内屋長兵衛（心斎橋）・河内屋茂兵衛

（博労町），江戸 前川忠右衛門（麹町平河町

二丁目）

4-41ア89 ら三百弐拾八 (2)(3）共55銭

ワンキウマツキマリウカウワセツ

30609 
碗久松山 タクリヅキンチリメンカミコ

柳巷話説 括頭巾縮緬需衣

査～三 半 1峡3冊

曲亭馬琴著・自序，歌川豊贋画，馬田昌調序

文化4序，同 5刊

江戸鶴屋喜右衛門（通油町）・住吉屋政五郎

（四谷伝馬町）

※後補墨書題策には角書なし。見返しに「鳳来堂

梓」とある。

4-41ア33 ら六百五十壱全三冊＠ 30銭
7タジウキダン

復讐 コシヂノフミ

30610 苛聾 乙し路の章

（前編）査～六・後編一～六半 1帳12冊

手塚兎月（三平）著・自序，谷本月丸画，五魯粛恕

ー序（前編）

（前編）文イt払序・序・刊

（後編）文化4序，同 5刊

（前編）京但馬屋太兵衛・白粉屋輿兵衛・野

田嘉助・伊議屋伊右衛門・教来寺繭兵衛・伊予

屋佐右衛門，伏見 I 亀屋伊兵衛， （後編）は，

前編の書障から伊穣屋二軒がぬけ，京一角丸屋

甚助，大坂秋田屋太右衛門，江戸近江屋忠

左衛門・近江屋専助が加わる

4-41ア40 ら七百拾壱番仁コθ

－ら七百拾弐後篇六冊 30銭

ユフギリカキカへプンシヤウ

30611 夕霧書替文章査～五半1秩5冊

4-41ア35 ら八百三十七全部六冊。 25銭 栗杖亭鬼卵著，東西南北雲画，如亭山人題辞
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文政6刊

大坂河内屋長兵衛（心斎橋通博労町~t;r. 入）

※第5冊裏見返しに「杉岡石倉堂蔵板軍書目録」

を付す。

4-41イ8 ら五百三十七番全五G 20銭

エホ Yヂ yカウテイ

30612 繕本況香亭ー～十 半1秩10冊

三宅匡敬著，速水春暁斎画，氷心外史序，品事郎源

優武践 文化3序・刊

京 西山屋岩吉（寺町夷川上ノレ西側） ・野田藤

八（二傍冨小路西へ入北側），大坂尼屋輿兵衛

（心斎橋筋塩町北へ入東側）

4-41ア17 む六百拾九全拾 30銭

Z ホンガツパウガツジ

30613 絵本合邦辻ー～十 対5~10冊
速水春暁斎著、画，源静序 文化2序・刊

大坂伊勢屋喜兵衛・穐山清造，京西部吉兵

衛・橘屋嘉助・白粉屋輿兵衛・勝田善助・美濃

屋小兵衛・八幡屋金七・鉛屋安兵衛・著屋儀兵

衛・浅井圧右衛門

4-41ア13 む六百拾八全拾弐 30銭

ホVヅキヨケ y クワイロタ

30614 星月夜顕晦録初編～四編各萱～五・

五編ー～三・附録四・五・残編ー～三

半3朕28冊

高井蘭山著・自序，蹄斎北馬画

（初編） 文化6序・刊

江戸角丸屋甚助（麹町平河町二丁目）・関口

平右衛門（大門遇小伝馬町三丁目） ・大坂屋茂

吉（東叡山谷中御門通三崎町） ・柏屋半蔵（神

田通鍋町） ・柏屋忠七（下谷御成小路） ・柏屋

清兵衛（湯嶋切通町）

※大惣番号「ら拾三番初編五0」（1809)

（二編） 文化6序，同7刊

※「ら拾四番弐編五冊＠」。書障は認読にfql（ ~2l)
（三編） 文政3序，同4刊

角丸屋甚助・柏屋半蔵・柏屋忠七・大坂屋茂吉

※「ら拾五番三編五冊」 <18 ) 

（四編） 文化7序，文政5刊

三編の書障に加えて，京伏見屋半三郎，大坂

河内屋太助

※「ら拾六番四篇五冊」

（五編・附録） 文政8序，同9刊

京伏見屋半三郎（寺町錦上jレ），大坂河内屋

太助（心斎橋筋），江戸大阪屋茂吉（日本橋

南詰）

※「ら拾七番五属五冊」 <1826) 

（残編） 文政9序，同10刊

※「ら拾八番残編三冊」。書障は上に同じ。内容

は五編のつづき。五編巻四・五・六にあたる。

見返しに「残編全四冊全本廿九冊」とあるが，

本書の残編は全3冊で，全本28冊。柱書「星月

夜五編」。

4-41サ69 ※参照 1円

トヒモノガタリ

30615 都郡物語一～五 半1峡 5冊

北演主人兎月著，柳斎重春画，桜井謙山宅82♂淵堂

主人序 文政12.序・刊

江戸鶴屋喜右衛門（通油町），京丸屋善兵

衛（三条寺町西へ入），大坂河内屋直助（南久

宝寺町心斎橋通）

4-41ア72 ら九百六十弐全五冊θ 20銭

ホンテウ
昔t アタヨデン

30616 最悪狐伝 前編査～五・後編壷～五

半1秩10冊

岳亭正山著・自序（前編），英斎園景画， 白頭子榔

魚序（後篇） <1829) 

（前）文政12序・刊， （後）同12.序，同13刊

江戸了子屋平兵衛（小惇馬町三丁目），名古

屋永楽屋東四郎（本町六丁目），大坂河内屋

長兵衛（心斎橋博労町北へ入）

※「河内屋重太郎」の薬の広告あり。柱書「悪狐

停」。

4-41ア92 ら三百六初編五冊。

・ら三百七後編五冊。 40銭

キヤウゲンヰナカアヤツリ

30617 狂言田舎操上・下 半11快2冊

式亭三馬・門人楽亭馬笑「合作」，三馬自序，n!f
川歌麿・歌川国直画 文化8刊

江戸鶴屋金助（田所町）

※刊年および画者は『国書総目録』によるが，歌

麿の画は見当たらない。三馬の序に次ぎ，「田

舎操芝居舞蓋正面」 (1了）， 「同正面より向の

方を見る図」 (1丁），「人形全体之図」（3丁），

謹文・提書の写（2丁半）あり。

4-43ア10 む百五十六全弐 20銭

。。



一絵本・読本，合

30618 風流俄選ー～五 半1秩5冊

月亭生瀬著，浦川公左画，倉椀屋、淀川序

弘化5序

名古屋永楽屋東四郎（本町），京 丸屋善兵

衛（三傑通寺町），大坂井筒屋作兵衛（道頓堀

樋之上），他大坂心斎橋通の書韓，破損のため

読めず

※彩色刷の絵入り。

8-67フ1 仁コ百六十口全五 30銭

フウセイゲyワ
原Iiヨヨf ユカリノ 7ヂナミ

30619 i詰 所縁の藤浪初篇上・中・下

半1朕3冊

十返舎一九著・「口演J，渓斎英泉画 文政4刊

江戸鶴屋金助（人形町通乗物町）・池田又治

郎（神田山本町）

※人情本。画者は『国書総目録』による。上冊裏見

返しに大野屋惣八の青刷の「富民JI美艶香」

の広告あり。

4-41タ10 む拾四番θ 30銭

セイダントキハノイロカ

30620 清談常磐色香壱～四 半1帳4冊

厚田笠亭「作J，柳亭種彦「閲」 文政14刊

江戸西村与八・丁子屋平兵衛・大坂屋半蔵，

名古屋美濃屋清七，大坂河内屋茂兵衛・河

内屋長兵衛・秋田屋市五郎，京 山城屋佐兵衛

※内題「常磐色香」。「一名 本朝奈何天Jという。

絵入り。見返しに「大全針刺宝」の広告あり。

4-41タ4 む四十三G 30銭

ヤ ヘガスミハルノユフパエ

30621 八 重 霞 春 タ映初篇上・中・下

半1秩3冊

南仙笑楚満人著，渓斎英泉画・序 (1822) (1823) 

文政5序，同6刊

双鶴堂つるや金助・青林堂ゑちぜんや長次郎・

宝文堂大乙くや源蔵

※絵入り。上記書名は見返し内題・原題簸による。

序題および上・中冊巻頭内題には「かしく／六

三Jの角書あり。

4-41タ 8 む弐十番初篇三冊θ 20銭

ギヨタセキキタヤウ

30622 玉石奇情上・中・下 半1帳3冊

文亭綾継著，南仙舎楚満人閲，春斎主人英笑画，梅

巻ー

玉序 文政10序・刊

大坂正本屋理助（太左衛門橋通周防町）， 江

戸大坂屋茂吉（日本橋通砥石店）

※絵入り脇題簸に「ゑにしのいと かみの巻（な

と白書・しもの巻）」とあり，各冊内題は「言語

赤縄」である。

4-41タ3 大惣番号札剥落 25銭

7クジユキグウ
福恵 !f.＂？ テルモノガタリ

30623 奇遇玉照物語査～五

半11快5冊

醒々堂烏有著，百粛墨嬉画，陳津老禿序

文政2序，同3刊

江戸鶴屋金助（人形町乗物町）・角丸屋甚助

（椛町平川町二丁目）

※巻頭内題lζ 「議福緊奇遇，二率 水月玉照物

語」とある。見返しに「文政西年Jとみえる。

挿絵に細工あり。

4-41ア66 ら九百四十八全五冊。 30銭

フウ事ウニハカテング

30624 風流俄天狗二編萱～五半1映5冊

金属堂本虎著，一花堂序，倉椀屋淀川補；1黙；浦川

公左画 天保12序・刊

江戸了子屋平兵衛（小伝馬町三丁目），京

丸屋善兵衛（三傍寺町西へ入），大坂河内屋太

助（心斎橋通唐物町） ・河内屋直助（心斎橋通

南久宝寺町） 3 

※彩色刷絵入り。初編は天保3刊。

8-67フ2 大惣番号札原欠 15銭

ぷ~
口 巻

ムメワカマ＂＂、ナノヒトツヤ

30625 梅若丸花の一つ家

半 1秩6冊を合綴1冊

東西庵南北著，柳川重信・歌川圏直面

江戸文書堂丸屋文右衛門（神田耕慶橋通北側）

※見返しに「一名梅若ジし」とある。『国書総

目録』によれば文化11刊。

4-41カ 7 の四百四拾五θ 15銭

n
U
 

F
O
 



一合 巻ー

ホツタンハリツヲウフウシユカウハサヲラダリウ

費端ハ笠翁風 タカヲリツルギノイナヅマ

30626 趣向ハ棲回流 高尾丸鯛之稲妻

乾・下 半1秩6冊を合綴2冊

山東京山著，歌川園貞画 文化7刊

江戸蔦屋重三郎（通油町）

※下冊末に文化七年新板の広告あり。乾冊の墨書

題策下に「京山作」と書込みあり。

4-41カ27 の四百六全弐う＠ 15銭

タマヅサマヰルヒシニキチノジ

たまづきまゐるカノコムスメヤホヤノ 7リソデ

30627 ひしにきちのじ鹿子娘八百屋の振袖

上・下 半1峡6冊を合警ふ伊

東西華南北著，勝川春扇画 文化10刊

江戸和泉屋市兵衛

※上冊原題簸剥落，墨書題策lζ 「謹鹿子娘」と

ある。下冊原題鎮の書名は「鹿子娘八百屋の振

袖後編J。文化10の和泉屋の目録あり。

4-41カ18 の三百七拾九θ 15銭

ヒゲノイキウヒゲノムキウ
髭意久 ナヲアゲマキ 7!J. リスケロタ

30628 髭無休 名揚巻雨個助六

上・中・下半1帳6冊を合綴3冊

式亭三馬著・自序，歌川園貞画

江戸鶴屋金助（田所町） (1814) 

※下冊末に鶴屋の「甲成（文化11か）新板目録」

及び「口上」。各冊随所に三馬店の広告。各冊

第1丁及び末丁（計6個所） Iζ「石羊堂」の印。

『警日本小説書目告需』は文化7刊とする。上

冊第1丁に「文化八年庚午」の芝居を見て想を

得た旨の記述があるが，文化8は辛未であり，

文化7が庚午である。『歌舞伎年表』によると

該当する芝居（市村座「助六由縁江戸桜」）の

上演は文化8であり，「庚午」は「辛未」の誤

りか。全6冊を2冊ず、つ合綴して計3冊とし，

その3冊を表紙ごと合綴して1冊とする。

4-41カ29 の百五拾三う全三② 20銭

クワイダンミ Yグミサカヅキ

30629 舎談三組盃上・下

半1峡6冊を合綴2冊

山東京停著・自序，勝川春扇面 文ィ凶同

江戸和泉屋市兵衛（芝神明前）

※文化10年8月成稿。原題築角書「ろくろ娘／か

さね／さらやしき」。和泉屋の文化11の新版目

録（7書）あり。上・下2冊はこよりで1冊に

- 70-

合綴されている。

4-41カ15 の四百六拾九うθ20銭

7ヂヤゾメ皐マキノキヌギR

30630 藤屋染探巻暁雲上・下

半1峡6冊を合警ふF
玄光亭金墨著・自序，歌川国信画 文政6刊

書長幸不明

※上記書名は下冊原題簸によるが，上冊墨書題簸

は「Z之奇藤屋染」とある。

4-41カ37 の五百拾回全弐θ20銭

カキツパタチノミゴノナモコムラサキ

かきっぱた乳のみ子エドカタギヲンナテ7ペエ

30631 の名も小紫江戸子女蝶兵衛

前篇・後篇 半1秩6冊を合穎2冊

東西香南北著，歌川美丸画 文ィ·~116長，品i1itu
江戸岩戸屋喜三郎（横山町二丁目）

※原題策は，前篇が「江戸子女蝶兵衛前編」，

後編が「をんなてふへい後編」。各冊末に岩

戸屋の目録あり。

4-41カ9 仁コ百五全弐う 20銭

ヲンナセイゲン 7~ソデユツキ

30632 娘清玄振袖日記

半l帳6冊を合穣1冊

山東京伝著・自序，歌川豊園画 文ィ~rn長・刊
江戸永寿堂西村屋輿八（馬喰町二丁目角）

※題簸に「前後合Jとある。裏見返しに「文化

十二乙亥年初春新版物」の広告あり。本書が
をんなせいげん

「女清玄振袖日記」として出ている。

4-41カ45 の四百三拾五0 15銭

ムケンノカ串ムスメエンギ

30633 無間鐘娘縁記前編（乾）・後編

半11快6冊を合綴2冊

山東京伝著・自序，歌川豊国画 文イ~i16tu
江戸鶴屋金助（田所町）

※後編見返しに「文化十発酉年新板稗史目録」を

付す。その中に見える本書の書名には角書「佐

夜／中山」がある。

4-41カ41 cコ四拾四全二9 15銭

ホウナ 7'11クノコザン

30634 奉納額小三上・下

半11快6冊を合綴2冊

葛葉散人正二著・自序，軽雲亭国丸画 文ィ由主



-A  
口

江戸鶴屋金助（田所町）

※鶴屋の蔵板書目あり。上記書名は原題策による。

内題には「しまだの八ざう／かなやの金五郎」

という角書がある。

4-41カ39 の三百八拾八θ 15銭

オロクグνキソノ Tダウチ

30635 於六櫛木曾仇討上・中・下

半1峡7冊を合綴3冊

山東京停著・自序，歌川豊園画

文化3成，同4序・刊

江戸西村屋輿八（馬喰町二丁目）

※上・中・下3冊がとよりで合綴されている。下

冊巻末に，西村屋輿八の文化4の新絵草紙目録

が付されている。

4-41カ14 の百弐拾六全三θ 15銭

ミユナルカ卓ヲトコダウジヤウジ

30636 巳鳴鐘男道成寺
半l峡6冊を合綴1冊

曲亭馬琴著，歌川豊園画 文化11刊

江戸甘泉堂和泉屋市兵衛（芝神明前）

※末了及び裏見返しに馬琴の襲の広告などがある。

4-41カ40 の三百四拾九③ 15銭

ムスメクスノキ

30637 娘楠

山東京山著，書坊権九郎序，春亭画

近江屋権九郎

※冒頭数丁の上部破損。絵入り題簸。内容は前・

後編に分かれる。完本。題策に「下のまき」と

書かれ，「全」と書込みがある。原体裁は6冊

か。早大の大惣本目録には「宮城の／しのぶ」

と角書がある。

半1映1冊

文化4刊

4-41カ44 の四百三拾六G 15銭

アキツシマオユガダケ
秋津属 カタキウチメカリノセト

30638 鬼ケ獄 復讐海布刈海門

上・下 半 1峡8冊を合綴2冊

十返舎一九著・自序，勝川春亭画 文ィ.~sg9flj
江戸甘泉堂和泉屋市兵衛（芝神明前）

※下冊末に大野屋の「和蘭秘方百中散」なる棄の

広告あり。上冊見返し内題下に「早朝神社霊験

記」「関取千両峨増補」と記されている。 2冊

をこよりで合綴。下冊裏見返しに文化6の新版

目録を付す。原題簸は「反韓めかりの海門」。

4-41カ17 仁コ百八拾壱 20銭

巻

ミノキチコイソ
室主亡と 77ギ77ギココニカキゾメ

30639 不議扇々愛書初上・下

半1秩6冊を合穣2冊

尾上三朝著，歌川国貞画 文化的j

江戸河内屋源七（堺町）

※原題鎮の角書は「鐸」となっている。

4-41カ2 仁コ百六拾六θ 20銭

キヤウゲンキギヨ
苦平三号 ココンパケモノヒヤウパY

30640 蓄量 古今化物評判

上冊・下冊 半1秩5冊を合綴2冊

談洲楼荒馬著・自序，五渡亭国貞画，狂歌堂真顔践

文化11刊

江戸永寿堂西村屋与八（馬喰町二丁目角）

※2冊を更に表紙のまま乙よりで合綴している。

上冊末に書障の蔵板目録，下冊末に文化11春新

板目録を付す。

4-41カ21 仁コ拾全弐 20銭

ノりノハナユ ドザキシュンクワ y

30641 法華再度咲俊寛上・下

半1峡 1冊を2冊に分冊

緑亭可山著，勝川春亭画，京山人序 文化10刊

江戸文刻堂西村源六（本石町四丁目）

※下冊裏見返しの新板目録中に同書の角書が「鵜

飼石苛瑞／歌題目苛特」と付されている。墨書

題簸は「再度咲俊寛」「にと咲俊寛」。下冊裏見

返しに文刻堂の新板目録を付す。

4-41カ33 仁コ百弐拾壱3 20銭

カFキウチテンヂタトタベ ヱ

30642 敵討天竺徳兵衛上・下

半1向1器予合需品F
山東京伝著・自序，歌川豊国画文化4序，同5刊

江戸伊賀屋勘右衛門（高砂町）

※下冊末に自著の梗概と薬の広告を付す。下冊裏

見返しに「江戸地本問屋伊賀屋勘右衛門」の文

化5刊「絵草紙総目録」あり。

4-41カ16 の五百三拾三G 20銭
エキロノスズヨサクガハルコ 7

30643 騨路鈴輿作春駒前編・後編

半1秩6冊を合綴2冊

曲亭馬琴著・自序，歌川園貞画 文化11序・刊

江戸岩戸屋喜三郎（横山町二丁目）

※後編見返し内題「興作が春駒後編」。各冊末に

岩戸屋の目録を載せる。

4-41カ8 の四百弐全弐0 20銭

可
4



タキグチサエモ y ヨコプエヒメ
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滝口左衛門 サキドテハナノニパンメ

30644 横笛姫 咲替花之二番目

上・（下） 半 1峡6冊を合綴2冊

山東京伝著・自序，歌川園貞画文ィ.~8~0長，品8；長
江戸岩戸屋喜三郎（横山町二丁目）

※上冊の墨書題簸は「塁衛品横笛姫」。下冊巻頭内

題は「瀧口横笛J。
4-41カ25 の仁コ童全弐 20銭

オチヨハンベヱ
お ち 代 カウ V :,t7チユヨウポノコンダテ

30645 半兵衛庚申待女房献立前・後

半1映5冊を合綴2冊

山東京山著・自序，歌川美丸画 文化10序・刊

書韓不明

※合本2冊を表紙のままこよりで1冊に合綴。

4-41カ24 仁コ百弐拾五θ 20銭

関取鬼王
30646 契情月小夜

上・下

山東京山著，鳥居清峯画

江戸西村屋与八

ケハヒザカクワイチユウカガミ

化粧坂懐忠亀鑑

半 11険8冊を合綴2冊

文化7刊

※下冊の刊記破損。下冊最終了に「京伝口授」と

ある。

4-41カ20 の口口八全弐θ 20銭

カルカヤダウ VYイシドウ7 ）ν
苅萱道心 ハナクラベケシヤウザタラ

30647 石動丸 花競化粧楼

上・下 半 11快6冊を合綴2冊

山東京山著・自序，歌川国信画 文化12序・刊

江戸鶴屋金助（田所町）

※2冊を乙よりで表紙ごと合綴している。鶴屋金

助の新版目録（15書）あり。

4-41カ35 の三百拾四0 20銭

オチヨオシチ
お千 代イツケンヤホヤムスメキヤウダイ

30648 お七同八百屋娘姉妹

上・下 半1帳6冊を合綴2冊

緑亭可山著，歌川美丸画 文化13刊

江戸鶴屋金助（田所町）

※2冊をさらに l冊に合綴。鶴屋金助の文化13草

双紙目録を載せる。

4-41カ3 の三百三番う② 20銭
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巻ー

サルチヨモンスイゲ7毛ノガタリ

30649 猿猿著聞水月談乾・（坤）

半1秩6冊を合需品伊

山東京惇著・自序，濁酔舎圏直画 文化12刊

江戸森屋治兵衛（馬喰町二丁目）

※文ィ~~li年 4 月成稿。隻鶴堂鶴屋金助版文化問
録あり。京伝製品の広告あり。後編内題「水月

談」。

4-41カ10 仁コ百七拾三θ 20銭

アヒアヒガサヤアメニ，..レゴト

30650 両個傘屋雨濡記上・下

半 1帳6冊を合需品F
綾亭可山著・自序，歌川美丸画 文化12刊

江戸鶴屋金助（田所町）

※下冊の題祭事！落。下冊末に「文化十二乙亥新稗

史目録」。目録中の本書には「三かつ／半七」

の角書あり。

4-41カ38 の五百五拾九θ 20銭

30651 藤中将菊紙、織上・下

半 1帳6冊を合綴2冊

東里山人著・自序γ 勝川春扇画 文化13序・刊

江戸和泉屋市兵衛（芝神明前三島町）

※和泉屋市兵衛の文化13の絵草紙目録を付す。上

冊墨書題策「中将姫はすのまんたら」，下冊原

題簸「はすのまんたら」。

4-41カ28 の三百拾五0 20銭

7 ツワウ 7ルメイゲツヒメ
松王丸 ムカシガタリヒヤウゴノツキジ7

30652 明月姫 昔語兵庫之築島

半 1峡6冊を合綴1冊

式亭三馬著・自序，北川（小川）美丸画文化7刊

江戸鶴屋金助（田所町）

4-41カ43 の六百拾弐0 20銭

ユリワカモノガタリ
百合若 ニシキジマカハリツリプ卓

30653 物語錦島慶鈎舟上・下

半 1峡6冊を合綴2冊

歌川（一得粛）園信著・画，山東京山序文政元刊

江戸鶴屋金助（人形町通乗物町）

※下冊巻末に鶴屋金助の蔵版目録を載せる。『国

書総目録』は「錦島恋釣舟」とする。

4-41カ31 の口百弐拾五0 20銭



一合 巻ー

コハルカミヂ

j＼春 コ 川ヅキ

30654 紙治小春月上・（下）

半1峡6冊を合綴2冊

山東京山著，歌川園丸画ゐ 文化10刊

江戸鶴屋金助（田所町）

※上記書名は上冊の後補墨書題簸による。下冊の

題策は「小春月祝乃餅」か。柱書は上冊第5丁

までは「小春」とあり，上冊残りと下冊とは

「大福帳」とする。下冊巻末に付された鶴屋金

助の文化10の「新版稗史目録」中に見える『大

福帳手代鑑』と関係があるか。

4-41カ22 の五百弐拾0 20銭

ヤ ヘガ スミ カシタ ノアダウチ

30655 八重霞かしくの仇討上・中・下

中11快7冊を合綴3冊

山東京惇著，歌川豊岡画 文化5刊

江戸健鶴堂鶴屋喜右衛門（通油町）

※3冊を表紙ごと乙よりで1冊に綴じている。第

2冊表紙見返し，第3冊末に広告あり。各冊題

策に「ひらかなよみ本かるかや山の段 さい

もん入」と記されている。第2冊の本書の広告
ζ モ 曲ろ く

に「小曽野禄三郎」の角書あり。

4-41カ47 の六百七拾弐θ 30銭

ワカシユソウゲン

30656 若衆宗玄上・中・下

半 11快6冊を合綴3冊

柳亭種彦著．自序，勝川春扇画文化9成，同叩

江戸西村屋輿八（馬喰町二丁目角）

※序題は「華雪吹若衆宗玄」。上冊末に板元永寿

堂の口上書あり。中冊見返しに中本小冊寺子重

賓類目録あり。中冊・下冊末に永寿堂蔵板目録

あり。

4-41カ36 の百三拾三う＠ 30銭

R レツパメネグラノカラカザ

30657 濡燕子宿傘上・中・下

半l峡7冊を合巌3冊

山東京惇著・自序，歌川豊園画

文化10成，同11序・刊

江戸蔦屋重三郎・鶴屋金助（田所町）

※上記書名は中・下冊原題策による。上冊墨書題

策は「嘉宿の傘」。下冊末には鶴屋金助の「甲

成（文化11か）新板目録」があるが，そ乙では

「2古室濡燕子宿傘」。上・下編の内題は「不破

名古屋J，各冊柱書は「ぬれ燕」となっている。

随所に京伝著作及び薬の広告。上冊表紙右上に

貼札剥落跡あり。

4-41カ32 の百弐拾四全三う② 30銭

イハヰグシクメノノアダウチ

30658 岩井櫛粂野仇討上冊・中冊・下冊

半l峡7冊を合綴3冊

山東京停著・自序，歌川豊園画文ィ，~817比品格lj
江戸西村屋輿八（馬喰丁二町目）

※上冊裏見返しに京伝が誌した「讃則」あり。下

冊裏見返しに西村屋の「文化五年辰正月新版目

録」及び口上あり。各冊柱書「いわゐぐし」。

4-41カ6 の百弐番③ 30銭

ー ・白・白 コガネノハナオタノホソミチ

30659 渠系主漏i1Em＊黄金花奥州細道
上・中・下 半 1映6冊を合綴3冊

山東京侍著・自序，歌川閤直画 文化11刊

江戸森屋治兵衛（馬喰町二町目）
おく由ほそみち

※上・中冊見返し内題は「奥州細道」。森屋治兵

衛の文化11の草双紙目録を載せる。

4-41カ11 の百八拾全三 30銭

パンズイテフベエホッケテウベヱ

幡随蝶兵衛 ヲトコノナカノヲトコカガミ

30660 梯化調兵衛 任侠中男鑑

上・中・下 半 1峡7冊を合綴3冊

式亭三馬著・自序，歌川園貞画 文化13刊

江戸鶴屋金助

※下冊裏見返しに鶴屋の「文化十三丙子新稗史目

録」あり。

4-41カ13 の百三拾全三冊θ 30銭

カネガフチイ Yエン
鐘淵 ソノウツシエカプキノオモカゲ

30661 因縁 其馬給劇悌

上・中・下 半1峡 7冊を合綴3冊

式亭三馬著・自序，歌川豊園画 文ィ~sA1トIJ
江戸いがや勘右衛門（小舟町二丁目）

※3冊をさらに合綴1冊。下冊末に鷲頭青薬館蔵

板書目あり。柱書「法界坊」。『日本小説書目年

表』によれば，「法界坊野分姫」との角書を持

つという。

4-41カ26 の百四拾八全三② 30銭

コヒニヨウパウアダウチスゴロタ

30662 懸女房仇討繁六上・下

半 ll快6冊を合綴2冊

姥尉輔著，歌川園長画 文化9刊

江戸伊賀屋勘右衛門（小舟町二丁目仲ノ橋通
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巻合

り）

※下巻末に「文化九年壬申春新板目録」あり。上

下2冊を乙よりで表紙ごと合綴。

4-41カ23 の五百弐拾八う＠ 20銭

日三 コキヤウノユシキヱ

30663 黛故郷錦絵前編・後編

半1帳6冊を合綴2冊

山東京山著，歌川園貞画（前編），歌川閥満明81~
編），儒鶴堂序 文化10刊

江戸仙鶴堂鶴屋喜右衛門（通油町）

※後編巻末に文化10春の新版稗史目録を付す。内

題「謹2言自信戻駕故郷の錦緒」。

4-41カ46 の五百弐拾四 20銭

ヰ；~~苦手＂~＝.］芸美五五石
30664 

上・下 半1的l昨合需品F
山東京山著・自序，勝川春亭画文化13序，同14刊

江戸鶴屋金助（田所町）

※上冊裏見返しに鶴屋取次の雑貨の広告。下問末

2丁に鶴屋の「嬰鶴堂蔵版書目」，下冊裏見返

しに鶴屋の「文化十四了丑新稗史目録」。本文

末に京山著の「和漢印章考J「築刻指南」の予

告あり。

4-41カ30 の三百弐拾四う 20銭

30665 

f信 カへリパナサイドノホマレ

量帰花再度審上・下

半1帳 5冊を合警ふF
文化元刊十返舎一九著・自序・画

江戸蔦屋重三郎

※上巻の本文前に「帰花故郷錦附言」あり。

4-41カ19 の口百七拾五θ 20銭

オタケダイニチチユウカウカガミ

30666 於竹大日忠孝鏡（上）・下

半 1峡7冊を合唱ふF
式亭三馬著，勝川春亭画 文化7刊

江戸俸鶴堂鶴屋喜右衛門

※下冊末に「文化七歳新板稗史目」を付す。下冊

巻頭及び目録中の書名は「語お竹大日忠孝鏡J

（目録の用字は「於」） とある。上・下2冊を

表紙ごとこよりで合綴している。

4-41カ12 の三百六拾全弐θ 20銭

30667 

ダイドウタタ －..11ラウ

大章子
熊太郎

乾・坤 冊。白
石川錦

町
勇
を

山
鋭
明

党
行
秩

九
修
れ

け
者
ミ

ム武

式亭三馬著・自序，歌川園丸画，(1811) (1812) 

文化8成・序，同9刊

江戸文英堂大坂屋秀八（本石町十軒店）

※坤冊末尾lζ 「文化九年壬申春新板目録」あり。

坤冊表紙原題簸右ヨコに白紙の札あり。上記書

名は坤冊の見返し内題による。乾・坤冊原題策

は「武者修行鋭勇諌」。

4-41カ42 の四百五拾四9 20銭

イトゴロモテングハイカイ

30668 紋天狗俳諮上・下

半 1峡6冊を合綴2冊

中村歌右衛門著・自序，勝JU春亭画 文化13刊

江戸 山口屋藤兵衛（馬喰町二丁目）

※両冊見返しに芝翫（歌右衛門）の句がある。下

冊裏見返しに文化13の新版目録があり，その中

に本書の角書が「おしづ／文蔵」と付されてい

る。

4-41カ 5 の三百六全弐う 20銭

イマハムカシオツユザフダン

30669 異魔昔阿露雑談上・下

半 11快6冊を合綴2冊

式亭三馬著・自序，歌川圏直画 文化12刊

江戸森屋治兵衛（馬喰町二丁目）

※巻頭の内題には「日暮林清／瞳焼等太」と角書

する。一名「地蔵和讃のはじまり」。文化 12の

草双紙目録（鶴屋金助版を含む）を載せる。表

紙には「口二百三十二」の番号札がある。

4-41カ4 三百六十五θ 20銭

•. . ーアサカノヌ 7 ゴニチノアダウチ

30670 ふ経ふ半k忌安積沼後日仇討

上・下 中1峡6冊を合綴2冊

山東京侍著・自序，一柳粛豊蹟画，覧山題言 (1807)

文化4刊

江戸仙鶴堂（通油町）

※文化4の草双紙目録を載せる。上記書名は見返

し内題によるが，原題震には角書なく，内題の

角書は「j：報」。
4-41カ1 の六百八拾合弐② 20銭
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一古版珍書ー

古版珍書

30671 

ケウク ＇／ jJウシヤク

教訓 オリカラギヌ

講釈 織唐衣ー～六

著者未詳

半1帳6冊

明和7刊

翠竹堂

※絵入り。書名の訓みは第6冊の原題震に「をり

から衣」とあるのによる。第1冊末に，「竃父

重信某六十九歳敬書」と誌した辞がある。

1-84オ1 た弐百拾四番 70銭

主存 カンユ Y キ

30672 巌堪忍記一～八

浅井了意著・自序・自践

冊
）
刊

8
n
u
 

峡
q
文

1
寛

大

江戸鱗形屋（大伝馬三町目）

※絵入り。第1冊表紙に「教口古事千三百十八」

と記した札あり。

1-84カ5 け五百拾壱 1円

チヤウメイネザメモノガタリ

30673 長明寝覚物語ー～五

著者未詳

半 1峡 5冊

貞享2刊

大坂南三郎兵衛・荻野八郎兵衛

※絵入り。上記書名は原題策による。内題は「鴨

長明寝覚物語」。仮名草子。逸名序あり。

4-40カ2 大惣番号札剥落 1円50銭

ユチョウジンダウキ

30674 日用人道記上・中・下大1秩3冊

高根忠丈著・自序（下），川村正淳序 正絹3年
大坂道一堂

※第1冊表紙に大惣以外の本屋による「八十一番

三冊Jなる札あり。各冊の原題震には，上「五

常人倫天理本然の道井に心を安んじ身を惰むる

四民の業を説」などといった内容紹介が刷られ

ている。

1-84ニ 5 け五百五拾六 60銭

ゾタコセ Y トクシツロン

30675・ 績古戦得失論一～五

半5冊を合綴1冊

森皐機著・自序 元禄16序

江戸 山口屋須藤権兵衛（江戸橋中通）

※上記書名は内題による。第2冊の墨書題策は

「~＝合戟評論」，第 3 ・ 4 ・ 5 冊の墨書題策は
「員ヶ襲合戟評論」。正編は32366参照。

8-28ソ1 大惣番号札剥落 50銭

コセンヒヤウJ＜ン

30676 古戦評判上・中・下

半3冊を合綴1冊

中川正尚著，林将親序 元禄2序，同3刊

江戸 山口屋原権兵衛（日本橋川瀬石町横町）

※上冊題震に「一号古戟若話」と書込み。図入り。

脇題策lζ内容を示す。上冊は剥落なれど「小豆

坂合戦戸石合戦上田原合戦」とあったか。

中冊には「桶狭間合戦河中島合戦」，下冊に

は「三増合戦柳瀬合戦」。

8-28コ3 大惣番号札剥落 30銭

30677 

メザ.... i.' グサ

目覚し草 大1峡 1冊

烏丸光贋著・自践 寛永2践，慶安2刊

京杉田勘兵衛尉（三条東洞院諏訪町）

※表紙iと，「教」（朱）・「烏丸大納言光康御作」

（墨）の札あり。本文末にいわく「子時寛永の

初弥生の下の弦徳峯老人洛陽のほとり草庵にし

てしるし終りぬ」。

1-84メ 1 け六百弐拾七 20銭

新板 プケセツヨウシ 7

30678 蛮行 武家節用集上・中・下

半 1秩3冊

懐徳堂主人思費永三著・自践 延宝 9肢・刊

京林伝左衛門（三条通菱屋町婦屋）

※絵入り。

8-21フ5 大惣番号札剥落 1円50銭

エイリホンテウチヱカガミ

30679 絵入本朝智恵、鑑ー～六

大1秩 6冊

圏粋和南（北条団水）著・自序 正都知

出雲寺和泉接（京三条通，江戸日本橋）

※浮世草子。

4-42ホ 1 大惣番号不明 50銭

フシンガミ

30680 不審紙一∞五 半 5冊

辻本嘉茂著・自序・自践，源寂仲序享都信・践
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書

後補墨書題策は角書を「葛板」と誤記。上・中

冊末に「薬師院持主」と書込みあり。

1-21エ2 ま百五拾回全三

珍版ー古

書韓不明

※絵入り。

1-84フ1 50銭

冊
）
成

1
m
4
 

峡
u宝

1
延

大
イシヤマデヲイリアヒノカネ

30686 石山寺入相鐘

富尾似船著

京武村新兵衛（二条通）

※絵入り。原体裁は上・下（あるいは観・音） 2 

冊か。表紙に「仁コ弐百二十一」の札あり。

1-84イ4 ま三百五十番 40銭

75銭

冊
）
刊
衛

5
ω
7
丘「

帳
。
禄
庄

1

元

屋

半

金

雁

プケチョウホウキ

30681 武家重賓記

帥田子著・自序

京書林堂吉永七良兵衛，大坂

（真斎橋筋）

※表紙改装。後補墨書題簸は「武家調賓記」と記

す。図入り。

8~22フ 4

よ武百十七＠

一～五

神

ウンセイダイジ カイセツモノガタリハウジヤウモノガタリ

雲棲大師戒殺物語放生物語

（上・下） 大 1朕2冊

雲棲寺蓮池株宏大師著 寛文4刊

書捧不明

※原体裁は戒殺物語ー・二，放生物語三・四の計

4冊らしい。現在の上冊の後補墨書題策には

「雲棲大師難題雲寺合」とあり，下冊の墨書題

策には「雲棲大師放生文下」とある。上冊表

紙に「禅」の小札。逸名の序・践あり。「文林

堂」ー印あり。

1-26カ3

50銭大惣番号札剥落

本朝女鑑 30687 冊
）
刊

5
刷
一
元

大
q
文寛

京吉田四郎右衛門（堪木町）

※逸名序あり。絵入り。『国書総目録』は著者「浅

井了意？」とする。ー賢明，二仁智，三節義・

貞行，四弁通，五女式。「千三百四番」「女」の

札あり。

一～五30682 

1円

タイママンダラエy ギ

嘗麻憂陀羅縁起上・下

大他4冊と合1帳2冊

け五百三拾九1-85ホ 1

30683 
50銭

一～五

半1峡5冊

随山著・自序 安永5序，同6刊

京永田調治（錦小路新町西入）・銭屋佐兵衛

（五条高倉西入）

※柱書は「小栗忠臣記」。絵入り。

4-42オ2 大惣番号札剥落

ま五百八拾七全弐

ナンプカタキウチ

南部 ヲグリチユウカウキ

敵討 小栗忠孝記30688 

著者未詳

書購不明

※絵入り。表紙に「口三百八十三」の札あり。下

冊初丁破損。下冊末に乱丁・落丁あり。 33044

『嘗麻受茶羅述界記』（4冊）と共に 1帳。

1-22タ1 ま百六拾六全弐 50銭

ワンヲンギヤウワダンセウ

観音経和談抄 50銭

プダ守
王子チユウギタイへイキ

30689 這忠義太平記

著者未詳

京菱屋治兵衛（寺町松原上ル町）

※上記書名は原題簸による。内題は「忠義武道播

磨石」。

半 1秩 6冊

宝永8刊

一～六

30684 

著者未詳

江戸鱗形屋（大伝馬町三丁目）

※逸名序あり。絵入り。見返しに「三番」と記す。

1-23カ3 ま八拾壱合壱冊 70銭

上・中・下

大3冊を合需s}affr
天和3刊

カツラギ
幸吉 エンノギヤウグヤエンギ

最役行者縁起 3円

冊
）
刊

下
抑
制
即

1
古
子

上

大

た七百八十壱

新板 シンレイゲダツモノガタリ

鎗入神霊解脱物語

4-42チ 2

30690 

順誉著
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冊
）
刊

3
U
5
 

司
搬
は
時

中

大
上30685 

浅井了意著

京菱屋治兵衛（寺町通松原上Jレ町）

※表紙に「百十武」の札あり。『国書総目録』に

「かつらぎ物語の後刷改題本」という。上冊の
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小川彦九郎

※上記書名は原題讃による。内題は「十誉上人神

霊苛特物語」。絵入り。表紙iζ 「因」の札あり。

1-21シ23 大惣番号札剥落 50銭

30691 

7＇.／ カガグツロタ

足利貫録一～五 大1帳5冊

林羅山著 宝暦9刊

大坂抱玉軒田原屋平兵衛（順慶町一丁目筋）

※絵入り。『国書総目録』によれば『将軍記』第

4～ 7冊の改題本。

5ー09ア3 て四百五十七 1円

30692 川一語
バ物行女

わ
賢

吋
和
漢 一～五 大 5冊

寛文9刊芳菊軒某母満著・自序

京出雲寺和泉接

※絵入り。「嘗功」（朱）印あり。表紙に「千三百

七十九」の札あり。

1-85ケl け五百三拾六 1円

ヰグチ毛ノガタリ

30693 為 愚療 物語一～八 大8冊

越後園曽我休著・自序 寛文2刊

京 吉野屋権兵衛（柳馬場二条下ノレ町）

※絵入り。一～七の墨書題策は「潟愚知」。逸名

序あり。上記書名は巻一目録と巻頭内題によっ

た。他に「以求智物かたり」など多彩な表記を

とる。第1冊表紙lζ 「E千三百二十」（墨），「教J
（朱）の小札あり。

1-84イ1 け五百拾弐 1円

タガミノ ヲヘ

30694 他我身のうへ第一～六

大 1帳6冊を合綴1冊

山岡元隣著・自序・自践 明暦2成，同3刊

京秋田屋平左衛門（寺町通円福寺前之町）
たみ ~ 

※践文iζ 「誰が身のうへと名づけ侍るものならか

し」とある。仮名草子。

1-84タ 1 大惣番号札原欠 50銭

30695 

イザメグサ

いさめ草上ー・上二・下一・下二

大 4冊

宝永3序・刊著者未詳

書韓不明

※内題「諌草」。教訓書。絵入り。

1-84イ3 千弐百六十八 75銭

ピヤクヨツウ

30696 白狐通 中1秩1冊

梅暮里谷峨著・自序・自践，歌川国政画寛u&lo~住
書購不明

※酒落本。

4-43カ35 わ百拾弐θ 10銭

珍書草紙

サウモタタイへイキ

30697 草木太平記上・下

大 1峡2冊を合綴1冊

著者未詳

古藤七郎兵衛

※上記書庫は上冊末に記している。絵入り。御伽

草子『墨染桜』の改題本。慶長2以降の近世初

期に成立。 2冊を表紙ごと合綴する。

4-40ソ2 大惣番号札剥落 1円

アマヤドリ

30698 あまやとり 上・中・下大1帳3冊

著者未詳

書韓・刊年不明

※絵入り。室町期lζ成立した御伽草子『しぐれ』

の改題本である。なお御伽草子『あまやどり』

と同趣向であるが内容は異なる。

4-40ア4 大惣番号札剥落 1円25銭

ウラミノスケ

30699 うらみのすけ上・下

大 1峡2冊を合綴1冊

著者未詳

書謄不明

※絵入り，筆で丹緑を施す。仮名草子。慶長14以

後元和3までの聞に成立したと推定されている。

表紙右上スミに「言」の小札あり。下冊，一部

破損。館内閲覧。

4-40ウ2 大惣番号札剥落 1円50銭

スミ ヨシモノガタリ

30700 す み よ し 物 語 上 ・ 下 大 1峡2冊

著者未詳 寛永9刊

京中野氏道也（小左衛門＝初代）

※上冊原題簸は，破損しているが， 「住吉物口j
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と読める。上冊表紙右上スミに「言」 lの小札あ

り。下冊原題震は墨書で「すみよし物語／坤／

上下」。平安時代の吉本は『源氏物語』以前の

10世紀に成立したが，現存本は鎌倉時代に擬古

物語として改作されたとするのが通説。

4-30ス1 大惣番号札剥落 60銭

ザイギヤウ号ノガタり

30701 西行物語 上 ・ 下

著者未詳

木村次郎兵衛

※鎌倉中期には成立していたと推定されている。

上・下2冊とも表紙に物語中の歌及び仏教的な

文章（漢文）を記す。上冊は上巻，下冊は中・

下巻より成り，下巻は丁付けを改めている。

冊
）
刊

2
附

3

峡

α保
1

正

大

4-30サ l ふ五百六拾四 75銭

ツキヒノゴホンヂ

30702 月日の 御本地

著者未詳

書捧・刊年不明

※室町時代成立の御伽草子。絵入り。上記書名は

内題による。墨書題簸には「ゑ入」の角書あり。

表紙原題簸の右脇に「正」字が白で書かれてい

る。表紙にやや破損あり。

4-40ツ 1 大惣番号札剥落 50銭

大1映1冊

スイテウキ

30703 水 鳥 記 上・下

大塚地黄坊樽次（茨木春朔）著・自序

松曾開板

※仮名草子。絵入り。目録あり。原題簸にはそれ

ぞれ「上」「下」とあるが内容は上・中（上冊）

・下（下冊）に分かれている。 31386は本書改

大2峡2冊

慶安元成

題本。

4-40ス1 大惣番号札剥落 2円

グユンレイモノガタリ

30704 順種物語上・中・下大11快3冊

三五庵木算著

書障・刊年不明

※仮名草子。上冊表紙に本書の内容を説明した紙

が貼られている。各冊ともに目録あり。上冊の

冒頭に序の如きものがあり，木算が著した草紙

52冊のうち順礼に関するものばかり 3冊が写し

取られて本書が成った乙とがわかる。一名「名

所和歌物語」。木算は三浦浄心。

5-85シ4 ふ四百拾五o全三 1円50銭

お金 ジガパチモノガタリ

30705 文似我蜂物語上之本・上之末・

中之本・中之末・下之本・下之末（ー～六）

大 6冊

著者未詳 元禄15刊

京栗山宇兵衛（堀川通）

※仮名草子。第1冊の表紙右上スミに「口千武百

九十八」の札あり。序及び上・中・下各巻初め

に目録あり。初版は寛文元刊。

1-84シ10 乙百三拾弐 1円

キプネノホ y ヂ

30706 き ふ ね の 本 地 上 ・ 中 ・ 下

大1朕3冊

著者未詳

書韓・刊年不明

※御伽草子。室町時代初期以前に成立か。上冊右

下スミに「全部三冊」の小札あり。上冊裏表紙

上部に「貴舟本地」との札が貼られている。絵

入り（筆彩）。

4-40キ2 大惣番号札剥落 1円50銭

お露首ハナムケグサ

30707 丈はなむけ草上・下大1映2冊

著者未詳 貞事3刊

大坂深江屋太郎兵衛（伏見呉服町淀屋橋筋角）

※上冊題簸のわきに「女教」 （朱）の札あり。上

冊の裏表紙上部に「はなむけ草」と書かれた札

がはさまれている。内題に角書なし。

1-85ハ 1 け五百八十壱 1円

アロモノガタリ

30708 あろ物語萱～四

著者未詳

冊
）
刊

4
側

2

帳

α安
1

慶

大

京 荒木利兵衛（寺町通松原上ノレ）

※御伽草子。室町時代成立。各巻毎に目録あり。

巻頭の目録題は「鴻鷺合戦物語」。第1冊の見

返しに「木活字版振俵字付稀観書なり」との札が

貼られている。

4-40ア 1 大惣番号札剥落か 2円50銭

ジノヒトアナ主命

30709. 1ふしの人あな天上・下

半1秩2冊を合間s!fil
著者未詳 明暦4刊

京 山田市良号語）（寺町通二条上ル）

※御伽草子。大永7以前に成立か。上冊の原題策
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剥落。巻頭の内題は「ふじの人あなさうしお

上冊見返しに「弐番」「明雅」と墨書。

4-40フ2 大惣番号札原欠か 1円

イハヤノザウ

30710 いはやのさうし上・下大1帳 2冊

著者未詳

書韓・刊年不明

※御伽草子。室町時代成立か。絵入り。 『風葉和

歌集』に見える「いはや」（散侠）の改作であ

ろうとされている。

4-40イ2 大惣番号札剥落 l円

ヅカ ゴゼンモノガタり

30711 しづか御前物語

所在不明

1冊

4-40シ4 1円

ウスユキモノガF9 

30712 薄雪物語上・下

半 11快2冊を合綴 1冊

寛永13刊著者未詳

書捧不明

※仮名草子。慶長末年（ー1615）以前成立とされ

る。絵入り（一部筆彩の箇所あり）。刊記の書

障の部分が切られている。全体的に損傷がひど

し可。

4-40ウ1 大惣番号札剥落か 2円50銭

Vチユンピタニ

七人ひくに 上・中・下大11快3冊

寛永12刊

30713 

著者未詳

書捧不明

※仮名草子。上冊の表紙かなり破損。上冊表紙大

惣番号の右ヨコに「因」の小札が貼られている。

また，上冊原題策の書名の左脇に「一名さんげ

物語Jとある。絵入り。末尾に「菌梅舎来伯」

蔵書だった旨の貼紙あり。

4-40シ2 ま弐百八拾壱 70銭

30714 

プユウゴダウ
武勇 イツキウハ 7 9 ハナジ

悟道一休法利はなし上・下

大l映2冊

元禄5刊著者未詳

書障不明

※書障については，「大坂心斎橋筋書林」とのみ

あり，その名は明らかではない。

1-84イ2 ま六百八拾九全弐 50銭

イツキウミヅカガミ

30715 一休水鏡

一休宗純著

書捧不明

※仮名法語。室町時代末成立。図入り。第1丁欠。

刊記の下に「立名春乍禅人」と刷られ，左脇iζ

冊
｝
刊

1
問

2

秩
α和

1

天

大

「三百之内」と墨書されている。

1-26イ6 ま六百九拾五 30銭

る ヒテウロダン

30716 天警烏鷺談ー～五

今岡贋道著・自序

大1峡5冊

延享3刊

京袋屋五兵衛（二条通冨小路西江入町）

※第1冊の右下スミに「神道／全五冊Jと書かれ

た札あり。

1-05ヒ1 大惣番号札剥落 50銭

山
鏡

h

妻

著園

口

住
ω
無

大1秩 1冊

慶安元刊

書皐不明

※『無住国師道跡考』（明和7刊） に正安2成立

とあるが根拠は未詳。逸名践あり。表紙右上ス

ミに「口百九番」の小札，また大惣番号札の右

に「禅」の小札が貼られている。見返しに「聖

財集／雑談集／無住国師道跡考」と墨書されて

いる。原体裁は上下2冊か。

1-26ツ1 ま六百四拾三 30銭

マンヂウ

30718 まんちう

著者未詳

書庫・刊年不明

※幸若舞曲。室町時代成立。絵入り（丹緑筆彩）。

柱書に「満中」とある。

貴4-40マ1 大惣番号札剥落 50銭

大1峡 1冊

事会シフレイモノガタリ

30719 文集霊物語
著者未詳

書庫不明

※本書は『大和孝経J巻六集霊の部に相当する。

逸名序あり。表紙右上スミに「柳」「仁コ三十

五」「端Jという 3つの札が貼られている。

1-84シ13 や四百七拾七 30銭

大I峡 1冊

寛文2成，同4刊
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※本書は幸若舞曲「百合若大臣」と同じ。室町時

代成立。絵入り（筆彩）。表紙やや破損。

4~40ユ 1 大惣番号札原欠 30銭

ワカンZ イリ
和漢 ユライモノガタリ

30720 緒入由来物語ー～五

大 1秩5冊

小亀益英著 寛文9刊

京 小亀三左衛門益英（室町五条二町下Jレ堺町）

・前川茂右衛門（四条寺町）

※仮名草子。第1冊表紙原題策の右に「物の始り

をしるす」との札，及び，右上スミに「千武百

八十」の小札が貼られている。巻頭内題は「由

来明鑑集」。各冊巻頭に目録あり。

4-85ユ1 や五百三拾番 1円50銭

ウ ツボモノガタリ

30721 うつほ物語 上・中・下大1時ふF
著者未詳 万治3刊

京林和泉接（今出川通）

※絵入り（筆彩）。成立時期は天禄から長徳（970

-999) ごろかと推定されている。原題策の書

名の下に「俊蔭巻」と刷られている。

4-30ウ3 ふ五百四拾壱全三 60銭

ムシャモノガタ qノセウ

30722 武 者 物語抄一～七 <16671'-1常6r9

松田（一楽入道）秀任著 寛文7成，同9干リ

中野玄休

※本書は同著者による『武者物語』 （承応3成，

明的ヰlj，仮名草子）の各項目毎同釈・事実

考証を加えたもの。内題「武者物語之抄」。第

1冊右上スミに「全部七冊」の札が貼られてい

る。各冊巻頭に目録あり。

5-63ム1 大惣番号札剥落 75銭

ホウゲンヘイヂモノガタリ

30723 保 元 平治物語ー～六 大 1朕6冊

著者未詳

書庫・刊年不明

※第1～3冊が保元物語，第4～6冊が平治物語。

第 6冊のみ写本。絵入り（多色筆彩）。第1冊・

第2冊に保元物語巻ー・巻二の目録があり，第

2冊の末尾に巻三の目録がある。第4冊から第

6冊までは各巻頭に，平治物語の巻ーから巻三

までの目録がある。第1冊の目録の次に「保元

合戦記上」として逸名序がある。

貴5-06ホ1 大惣番号札剥落か 1円50銭

24一山

川物市若
P
A口

ユ百
本

4

写

大 1峡1冊

ヰi:;: タワンパタモノガタリ

30725 毅関白物語ー～四大1秩4冊

著者未詳

江戸 山本九左衛門（大停馬町.iif2I目北側中程）

※仮名草子。絵入り。成立は寛永2以降と推定さ

れている。内題および第1冊の原題策書名の右

脇に「緊巣物語」とある。第4冊の裏表紙やや

破損。第1冊の目録の次に「はし書」あり。

5-10シ1 大惣番号札剥落 3円50銭

Jぜy ヨクヅ
官室f イコタ号ノガタリ

30726 歯異国物語上・中・下
園

大 1峡3冊

著者未詳 刊年不明

京 菊屋七郎兵衛（寺町通松原上ノレ町西側）

※仮名草子。逸名序あり。絵入り。巻末に「菊華

堂蔵板偲名本抜書目録」あり。

5-88イ1 大惣番号札剥落 1円50銭

畠ムサイギヤウ νキモノガタリ

30727 丈西行四季物語春夏・秋冬

半 1朕2冊

著者未詳 宝永5刊

河南四郎右衛門

※本書は「西行物語」と同内容。原形は鎌倉中期

成立かとされている。第2冊末尾に「右此四巻

奮図者海田采女佑源相保取筆也段々文字乃愚翁

書湾明臆龍集雪上陽月中院日提下来門在判」

とある。「竹林庵蔵」印あり。

4-40サ 1 れ弐百弐十弐全弐 50銭

カスガノサト
かすかイタノノサウジ

30728 のさといくの〉双紙一～四

半 1帳4冊

著者未詳 元禄7刊

京永田調兵衛（錦小路通新町西入）

※第1冊表紙右上スミに「京s<f札あり。浮世草

子『好色伊勢物語』 （貞享3刊，京都書林西村

市郎右衛門作か）の改題再版。絵入り。刷りの

状態悪し。

4-43カ46 れ百九十回全四 5円
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一珍書草紙，地誌・名所一

＝ウプエイコモノガ!f.9 

30729 公武栄枯物語萱～八（合穣はー～三

－四～六・七八） 半 1峡8冊を合綴3冊

著者未詳，飯田隠盤序 元禄6序，同7刊

江戸須原屋茂兵衛（日本橋南一丁目），京

服部三大寺（堺町通竹野町上Jレ橘町）

※序に著者は不明であること，承久の逆乱の顛末

を記した書であることなどを記す。絵入り。 5

-07コ2に同書の西荘文庫！日蔵本あり。

5-07コ1 大惣番号札原欠か 1円50銭

Vヨコタサyグウ
諸園 ヌケマヰリユ円 ）ff !I-9へンタ 7

30730 参宮 抜参多物語返答

上・中・下 対幹3冊

大江匡弼著・自序 明和8序・刊

京近江屋市兵衛（西堀川四傑下ル町）

※絵入り。内題は「抜参残夢噺」。序題「残夢噺」。

32453参照。

1-05ヌ 1 大惣番号札剥落θ 50銭

地誌・名所

ミ ノメイサイキ

30731 美濃名細記一～十二 大2峡12冊

伊東貫臣著・自序 元文3序

写本 「田中平氏信次誌J（書写者か）

※第1冊題策には「美濃名細記百室根」とある。

「百室根」は枕詞。 11巻12冊で，第2・3・4

・8・9冊内題は「美濃百久幾根」とある。序

の後に「右之表目百室根之枕言葉ヲ制墨シ自是

美濃明細記ト令改名者也 田中平氏信次誌」と

ある。彩色絵図あり。『国書総目録』には「茂茂

久岐繭」として載る。

5-83ミ4 大惣番号札剥落 11円

品ツタワウダユンパイヅシ

30732 日光巡奔園誌一～四

冊

書
4
）
奥

峡
川
元

1α
政

大

文濁笑庵立義著・自践

写本

※一部絵図に彩色が施されている。「巡」字を

「j贋」とも表記。

5-83ニ 3 さ百五十九全四冊 7円50銭

7 ＂キ

30733 風土記上・下 大1峡2冊

慶安4刊

京西脇七郎右衛門（御幸町通誓願寺前下 Jレ

町）

※上冊表紙の右上に「千百六十九」と書かれた札

が貼られている。『国書総目録』には「国名風

土記」として戴る。

5-82フl さ四拾五全弐 30銭

るキヤウスズメ

30734 天京す〉め一～七 大 1峡7冊

寛文5刊
田中文内

※各冊内題に角書なし。従来，浅井了意の作とさ

れている。

京キ1 さ拾五番 5円

ヤ7 シロ シキモノガタリ

30735 山城四季物語一～六大1峡6冊

坂内氏山雲子（直頼）著・自序，風鈴軒友松慮士践

延宝2序・駿・刊

京本間長兵衛・大角八郎兵衛

※践題「四季物語」。第1冊表紙に「地」「仁コ部

六冊」の札。 30759『都歳時記』は本書の改題

本。

5-83ヤ2 大惣番号札剥落 5円

名所 ナユペガミ

30736 繕入 難波鑑一～六（春上・春下

・夏・秋上・秋下・冬） 大 1朕 6冊

一無軒道冶編・自序，南陽山人自庵斎践

延宝8序・骸

大坂小漬屋七郎兵衛（本町五丁目御堂筋角）

・近江屋次郎右衛門（同所）

※各冊裏見返し左下に「大勘jとあり。各冊内題

に角書なし。

5-83ナ5 さ弐拾番 3円50銭

エ ドメイシヨキ

30737 江戸名所記上（巻ー～四）・

下（巻五～七） 冊
）
刊

2
明

2

帳
。
文

1

寛

大

京河壁道清（五条寺町）

※伝浅井了意著。大惣印なし。上冊裏見返しの墨

書「上野予之助」は旧蔵者か。

5-83エ13 大惣番号札原欠か 5円

- 81-



ま命力ハチカガミメイシヨキ

30738 丈河内鑑名所記ー～六

一地誌 ・ 名 所ー

を列挙する。絵入り。

5-83ヨ2 さ四拾三番 2円50銭

大1峡6冊

三田浄久著，北村季吟序，岳西惟中警m
延宝7序・践・刊

京章蔵堂西村七郎兵衛正光

※上記書名は原題簸による。序題「河内閣名所

鑑J，各冊内題「河内名所記」。発句多数を載せ

る。第6冊一部分破損を墨書補修。

5-83カ4 大惣番号札原欠か 5円

ヤマシロメイシヨキ

30739 山 城名 所記査～十二） 1秩12tm

山本泰順著・自序 万治元序，寛文4刊

京上村次郎右衛門

※巻頭の内題は「洛陽名所集」。序文末半丁は筆

写で，「下御霊本ニ依リ寓補ス」とある。第6

冊と第9冊の裏見返しに朱印が捺しである。第

1冊見返しに，京の地誌の書名が6部書かれて

いる。

5-83ヤ3 さ八番 3円50銭

fl.：.－ ゴタ ナ ベ 7

30740 丹後 因 遺 府 志ー～三 大 1峡 6冊

釈氏霊重（美梁重）著・自序・白鳥9) (1710) 

宝永6序・践，同7刊

京御書物所出雲寺和泉按

※上記書名は内題による。原題策では「丹後」を

小書にし，上部の枠内に記されている。

5-83タ3 き拾回全三 3円50銭

ヤ マ ト メ イシヨキ

30741 大和名所記（ー～十五） 大2峡15冊

林宗甫著・自序，傾粛亀蔵践 延宝9序・践

書緯不明

※第1冊は大惣本にあらず（受入番号46937）。下

記大惣番号札は第2冊表紙にあるもの。全20巻。

各冊内題は「和州蓄跡幽考」。第15冊裏表紙に

は「名所二ツの内」と書かれた小札あり。

5-83ヤ4 さ六番ー欠拾四冊 3円50銭

ヨジノヤマヒトリアン

30742 吉野 山 独 案 内 壱 （ 一 ～ 三 ）

大1帳 6冊を合綴2冊

寛文11践

－弐（四～六）

謡春庵周可著・自政

吉野屋惣兵衛

※第1冊の扉に「全六帖合二冊／山門難定院荘厳

蔵」とある。吉野山の名所について，俳譜発句

7' 9 マヲン タウキ

30743 有馬温湯記 大 1朕 1冊

林道春・杏庵正意著

元和7成（道春），寛永4成（杏庵），寛文11刊

小川伊兵衛

※前半が（道春）「揮州有間温湯記jで柱書「有

間温湯記」，後半が（杏庵）「播州、｜有馬温湯記」

で柱書「有馬温湯記」。朱引を書込む。刊記の

上に「升清」印あり。

7-46ア1 さ五拾三番 20銭

fl. 7ノサハ
4空E ヲンセンコンポンキ

30744 毒温泉根本記 大 1秩 1冊

周海著・自序，旬徳万有隣堂践 <1699)

元禄12序，同13刊・践

江戸美濃屋又右衛門（増上寺門前）

※表紙右上に「地」の札あり。序題「相州塔津温

泉記」，践題「塔津温泉記」，柱書「温泉記」，

小口「温泉根本記」・「トウノサハヲン泉キ」。

7-46トl さ五拾回全 30銭

ヅ
圏

z

絵
州
大

ド一戸
エ江

一
一
ゑ
入 絵図1枚※参照

貞享2刊

江戸表紙屋市郎兵衛（浅草瓦町）

※「本邦都府図（二）」岡（書庫内別置）の内に

入る。大きさは，折って27.9×17.6 cm，広げ

ると 140×140cm。彩色を施す。

5 .:..__34都府14 大惣番号札剥落 1円50銭

30746 

＋号室 エ ド ダ イ エ ヅ 傘 盆

漏江戸大給園丈 照
）
刊

参
削
9

※

α宝
枚

延
図絵

江戸表紙屋市郎兵衛

※「本邦都府図（ー）」函（書庫内別置）の内に入

る。大きさは，折って25.9×17.7 cm，拡げる

と， 128×143cm。彩色を施す。題策右に「延

賓九辛酉六月板」と書かれた小札あり。表紙左

上に「蔵」と書かれた小札あり。

5-84都府2 大惣番号札剥落 1円50銭

エ ド 、Y カンカウモク

30747 江戸園鑑綱目乾・坤

乾は大1冊，坤は絵図 1枚※参照

石川流宣俊之著・画・自践 元禄2刊
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江戸相模屋太兵衛

一地 誌 ・ 名所一

書捧不明

※「本邦都府図（二）」函（書庫内別置）の内に

入る。坤冊の大きさは，折って26.7×17. 7 cm, 

拡げると 134×138cm。乾冊題築下に「上」の

札有り。坤冊題策の「坤」を塗抹， その右に

「元禄弐年板」と書かれた小札あり。両冊共lζ

表紙左上lζ 「蔵」と書かれた紙あり。

5-84都府12・13 さ千五百二十七全弐 2円

電F タワラクサイケシヅ

30748 菜花洛細見園ー～十五

折本大l峡15冊

金屋平右衛門序

京洛陽絵本所金屋平右衛門（二条）

※第2・5・8・10・12・14冊題策はr票華洛細

見園」と「華」字を用いる。序題・目録題「花

洛細見園」。

京カ 2 さ五百三拾壱全部拾五冊 7円

イヅニツキ

30749 伊豆日記章～参

麿粛著・画

書韓・刊年不明

※伊豆七島の紀行。第3冊はほとんど絵。

大1峡3冊

5-85イ2 ふ四百十六全三 1円50銭

トウ カイ ダウ エ キ ロ ノスズ

30750 東海道ゑきろ之鈴（巻ー）～巻五

半 1峡5冊

宝永6刊大曽根佐兵衛著

京出雲寺和泉按

※巻頭の内題「騨路之鈴」。絵入り。目次を記し

た脇題簸を附す（第1冊は剥落）。「天保八酉九

月求之／尾陽住人奥邑持之」（第1冊末） ほか

書込みあり。

5-83ト1 大惣番号札剥落 50銭

カマタラモノガタリ

30751 鎌倉物語ー ～五 大 1峡5冊

中川喜雲著・自序，菱川師宣画，田作末葉践

万治2刊

京安田十兵衛（寺町誓願寺前）

※大惣印なし。地誌。絵入り。

5-83カ10 大惣番号札原欠か 3円50銭

ナ ガサ キミ ヤゲ

30752 長崎土産乾・坤

編者未詳，前悪性大臣嶋原金捨践

半 1秩2冊

延宝9序・践

※遊女評判記。『近世文学資料類従仮名草子編

36』に本書を底本とする影印がある。長崎の廓

の綜合的案内書。絵入り。「元禄九年の書自に，

京吉野屋惣兵衛板とす。」（『浮世草子年表』）と

いう。「長崎住」の逸名序あり。

貴3-47ナ1 つ四十六番全弐冊 10円

イチノタユス ？メイシヨキ

30753 一之谷須磨名所記 半 1峡 1冊

元禄7刊

京銭屋四郎兵衛，江戸銭屋五郎兵衛

※題策剥落。表紙右上に白い小札あり。大惣印な

し。末の扉に「小舷町四郎三良」「臥龍亭固」な

ど書込みあり。逸名序あり。

5-83イ6 大惣番号札原欠か 30銭

ポクスイイウラン

30754 墨水遊覧誌上・下 大1朕2冊

花屋敷菊場編，岸本由豆流序，大窪詩僻序

文政11序｛詩｛弗）

花屋鋪蔵板

※序6丁の後lと31丁・ 32終了の2丁が入る乱了あ

り。彩色刷りの絵3面あり。

5-83ホ3 さ四拾八全弐 50銭

幸容 ヒヤウゴメイシヨキ

30755 茜兵庫名所記

植田下省子著・自践，州津署生序

摂州兵庫津菊屋新右衛門

※目録題・巻頭内題「兵庫名所記」。表紙右上に

「地」と書かれた小札あり。巻上・下より成る。

半 1峡1冊

宝永7序・殿

5-83ヒ4 つ四拾番合壱冊 25銭

カ ヒメイショウシ

30756 甲斐名勝志ー・二三・四五

半 1峡3冊を合綴1冊

萩原元克著，源光章序，源憲時践

天明2序，同3刊

萩原元克蔵板（甲斐園山梨郡田中），江戸須

原屋伊八（東叡山池之端仲町）

※践題「峡中名勝志」。第1冊表紙に「地」と書

かれた札がある。 3冊を表紙ごとこよりで1冊

に合綴。

5-83カ7 つ三十八番全三冊 40銭

マツシ 7 ‘Y y 

30757 松島園誌 半 1秩1冊

鼓缶子（桜田質）著，東津画文部。民書， f；ヰlj

qa 
oo 



一地誌・ 名 所一

教学書院蔵版，京植村藤右衛門，江戸須原

茂兵衛，大阪浅野蒲兵衛

※巻末に「鼓缶子著述書目」あり。原題策をはさ

み込んである。

5 _,.33マ1 大惣番号札剥落 10銭

アタミヲ yセンヅヰ

30758 熱海温泉園集 半 l峡l冊

山東庵京山編・自序，岩瀬宅水）・渓粛英泉・（薬lJI園

安画 文政i3序・奥書，天保3刊

江戸錦耕堂山口屋藤兵衛（馬喰町二丁目）

7-46ア3 つ七拾三番目銭

ま金 ミヤ＝ サ イ ジ キ

30759 ）＼ 都歳 時 記 ー ～ 五

坂内山雲子著・自序

書捧不明

冊
）
序

5
m
2
 

峡

α宝
1

延

大

※序題「都歳時記」。柱書「四季一（～五）」。 11

月・ 12月の部分を欠く。大惣以外の印数種あり。

第1冊題策右に「故」と書かれた札あり。『山

城四季物語』の改題本。 30735参照。

京ミ 2 や九百四十三全五冊 2円50銭

ナニハグヤヲコヅセツ

30760 浪速上古圏説附・浪速上古園

大1冊および大宅高P折をふF
中村直民著・武庫春海序 寛政7序，同12刊

大坂柏原屋清右衛門（心斎橋筋順慶町北江入）

・同佐兵衛（同），兵庫本屋源兵衛（川寄町）

※「本邦都府園（四）」函（書庫内別置）に入る。

末尾に本書の紹介あり。 2冊共「地Jと朱書さ

れた小札あり。

5-84都府47・48 さ四拾七共弐冊 50銭

プY ゴ 7 ドキ

30761 豊後風土記 大他1冊と合1秩1冊

写本

※内題「風土記豊後園」。もう 1冊の写本『豊

（議再土記」と併せ1帳。末尾に「寓本云宅長）

五年二月十四日書寓畢同十九日一校了 文禄四

乙未年臓月三白書寓校合等了」と記す。

5-83フ2 大惣番号札剥落 10銭

一一
一古宣

ザ産ν
土

ガ河
M

駿

本

2

写
円。

半1秩3冊

※末尾内題「駿府土産」。『国書総目録』によれば

著者は大道寺重祐（友山）。

5-63ス1 仁コ百四拾弐全三 30銭

叶

時
一

著

キ
記
民

主
相
調

付
遊

G

H

東
軒松

本

3

古

写

苅

河ω
古

半1帳10冊

寛政元成

※20巻より成る。絵入り。第2・3冊の題策は中

にはさんである。

5-83ト5 大惣番号札剥落 1円50銭

サイカウ
干宮 エドスナゴ

30764(1) 長江戸砂子ー～三・四上・四下・

五上・五下・六 半1秩8冊

雀下番泊涼著・自序・自践，恒足軒再校，冬渉訂，

丹治政協田口践，壬橋戸（問

享保17自序・自践，明和7序，同9践（田）・刊

藤木久市

※上記書名は原題簸による。巻頭内題「再校江戸

砂子温故名蹟誌」， 巻ー凡例題「新編江戸砂子

温故誌」・「再校江戸砂子名跡誌J，柱書「再校

江府名跡志」。第1冊題簸剥落。第1冊見返じ

に「績江戸砂子」等，五つの書名が書込んであ

る。続編は（2）参照。

5-83エ8 つ弐十九全八冊（2）共80銭

ν7ヰ
会ムゾタエ ドスナゴ

30764(2）這績江戸砂子ー～五半1帳5冊

菊間泊涼著・自序，門人践享綿伝，品部長・刊

江戸若菜屋小兵衛（日本橋通二町目）

※巻頭内題「積江戸砂子温故名跡志J，柱書・践

題「績江戸砂子」。目録を記した脇題策を各冊

に附す。正篇は(1）参照。

5-83エ8 つ三十番全五冊

7' 9 ...ヤマヲ Yセンコ.，， ffミ

30765(1）有馬山温泉小鑑

半 1軟（此合警shffil
貞享2刊

有馬菊屋五郎兵衛（有馬谷之町）

※絵入り。表紙に「地」と書かれた小札あり。見

返しに「享A三年成十月日」という書込みあり。

7-46ア2 つ七拾弐 (2）共20銭

イセノタニイチジゴホリサカキJマラヲンセンライイウ

30765(2）伊勢園萱志郡榊原温泉来由

半1朕(1）と合綴1冊

伊勢榊原湯元山川氏蔵板
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一地誌・名所一

※表紙（本文と同じ料紙）に「温泉来由記Jと記

され， 「地」と書かれた小札あり。

7-46ア2

サン 4〆ウメイセキシ

30766 山州名跡志一～二十 半2峡20冊

白慧著・自序，林憩直民序，硯星践

元禄15自序，宝永元践，同8序，正徳元刊

京 出雲寺和泉援・小佐治半右衛門・中村孫兵

衛・杉生五郎左衛門・小山伊兵衛

※山城国の地誌。

5-83サ 5 大惣番号札剥落 1円50銭

カハチメイシヨヅエ

30767 河内名所園舎前篇上・中・下

－後篇上・中・下 大1映6冊

秋里雛属著・自序，通斎主人序，丹羽桃渓画

享和元序・刊

京 出雲寺文治郎・小川多左衛門・殿為八，大

坂高橋平助・梼原喜兵衛・森本太助

※前篇上冊の表紙に「南J，後篇上冊の表紙に「西j

とある。前篇下冊・後篇下冊に著者の「著述品

目」があがっている。

5-83カ6 さ百七番全三冊・さ百七番後全三冊

1円

カシマメイシヨヅエ

30768 鹿島名所図絵鹿・島 大1峡2冊

北傑時都著，成島司直序，知非斎主人源興清序，鹿

嶋連則重序，岳亭八島定岡画

文政6序（司直・与清），同7刊

京勝村治右衛門，大坂秋田屋太右衛門，江

戸須原屋茂兵衛

※序題・巻頭内題・柱書「鹿島（嶋）志」。

5-83カ 3 さ百三拾七全弐 40銭

ザイイウザツキ

30769 西遊雑記一～七 大1峡 7冊

古松軒著・自序

写本

※序lと，寛政元の出水で水によってやぶれた本か

ら残った所を書写したという。絵図lと彩色を施

す。『国書総目録』はれば，原本は天品713hx:o
5-83サ2 大惣番号本L剥落 1円

イ セザングウメイ νヨヅ z

30770 伊勢参宮名所図会査～八

蔀関月（徳基）編・画，秋里湘夕（舜福）撰，二緑

園主人（藤波季忠卿）序，なはの海撞践

寛政9序・殿・刊

京菱屋孫兵衛，大坂吉文字屋市左衛門・柏

原屋輿左衛門・柏原屋嘉兵衛・塩屋平助・勝尾

屋六兵衛・塩屋忠兵衛

※第6冊までが本文で第7・8冊は附録。奥書は

第6冊と第8冊の両方にある。践（第6冊にあ

る）の前に広告がある。践題「伊勢名所図会」。

5-83イ2 さ百拾番全八冊＠ 75銭

キイノタニメイシヨヅエ

30771 紀伊国名所図会※参照

大3峡17冊

（初・二）高市志友著，武内華亭訂，西村中和画，

（初）前権中納言持豊序， （三）池田東雛亭・蔀関

牛「筆耕J，西村中和・小野広隆・上回公鳴ら菅

原孫序 （初）文化6序，

同8刊，（二）同9刊，（三）天保8序，同9刊

江戸須原屋茂兵衛・前川六左衛門（初・二）

・角丸屋甚助（二），名古屋永楽屋東四郎（初

・二），京 小川多左衛門（初・二）・訟（鉛）

屋安兵衛（初・二），和歌山帯屋伊兵衛，大

阪糟屋仁兵衛（初・二）・勝尾屋六兵衛（初

・二） ・河内屋太助・湊屋大助（二） ・山田屋

嘉右衛門（二）

※17冊の構成は，（初）ー上・ー下・二・三上・

三下・（二集）四上・四下・五・六上・六下・

（三編）一～三・四上・四下・五・六。三編各

冊末尾花「ナコヤ会笹嘉」の印がある。初集奥

書のあとに広告あり。

5-83キ1 さ百拾六番全五冊・

さ百拾七番全五冊・さ百拾八番三篇七冊 3円50銭

シフヰ
長ムミヤコメイジヨヅ :z. 

30772 這都名所図会 平安城・左青龍・

左青龍・後玄武／右白虎・前朱雀大1秩5冊秋里

湘タ著・自践，春朝斎竹宅露関－馬87事原隆建序

天明6自践，同7序・践・刊

江戸 山崎金兵衛（本石町十軒店）・前川六左

衛門（日本橋南三丁目），京吉野屋為八（寺

町通五燦上Jレ町）

大1朕 8冊

※自践・肢の題「都名所図会拾遺」。第1・2冊

末の内題「補遺都名所図会J。奥書の後に「名

所記惣目録Jあり。「酔月堂」「文教J「棲井氏J
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一地誌 ・ 名所一

など旧蔵者の印がある。 4巻より成る。

京ミ 10 大惣番号札原欠か 1円

セツツメイ V冨ヅエ

30773 撮 津 名所園舎※参照 大 2扶12冊

秋里雛鳥著・自践，竹原春朝粛画，中山薬事卿序

（船 寛政6序（徳）．
後編とも同一），（前）同8自践・刊，（後）同10刊

（前編）京小川太左衛門・殿為八，大坂柳

原喜兵衛・田村九兵衛，（後編）は田村がぬけ，

大坂松村九兵衛・森本太助が加わる

※前編は，武庫郡／菟原郡・矢田部郡上・同下・

有馬郡／能勢郡，後編は，住吉郡一・東生郡二

．東成郡／西成郡三・大坂部四上・同下・属下

郡／馬上郡五・豊属郡／河遺郡六上・河遺郡六

下より成る。先に刊行された四冊（前編）には

「さ百五番後篇四冊」の大惣番号が附され，後

の八冊（後編）は大惣番号原欠か。

5-83セ4 ※参照 2円

ザイセ y タワラタメイショウヅ Z .• -

30774 再撰華洛名勝園舎策立「之蔀

一 ～五大1秩5冊

晴翁木村明啓・握園川喜多真彦（肢も）著，半山奈川

安信；l震予四方在延・東居楳川重寛画，凌陰鵡序

（文久2），蒋漕蝦侶鮮序，藤只：fssf序（安玖8(2)
安政6成・践，文久2刊

江戸須原屋茂兵衛，大阪河内屋喜兵衛・河

内屋太助・河内屋和助，京笹屋成兵衛・越後

屋治兵衛・俵屋清兵衛

※原題策「霊花洛名勝園舎東山之部」。巻頭の内題

「東山名勝園曾」。序題（藤原）「東山名所園舎」。

践の後に広告あり。

京カ 5 大惣番号札原欠か 1円75銭

シナノ チメイカウ

30775 信濃地名考上・中・下大1峡3冊

吉晴伊謙著，源通説序（嬬奴安原稿戸

（同7)，静舎の宇万伎序（同8) 安永2刊

信州岩村田吉津鶏山蔵板，江戸須原屋市兵衛

（室町三丁目）

※柱書「科野名輿勢」。下冊末に広告あり。上冊

表紙に「居」と書かれた小札あり。

5-83シ2 さ三拾八全三 60銭

ヲ ハ明 メ イ シ ヨ ヅエ

30776 尾張 名所園舎萱～七 大 1峡7冊

岡田啓・野口道直著，春江小田切忠近画，深田正詔

序，深田精一序，上田仲敏序，磯村千春序

天保12.序，同日刊

名古屋菱屋久兵衛（本町九丁目）・菱屋久八

郎（伝馬町五丁目），その他「発行書韓」とし

て名古屋・京・大坂・江戸の計11軒を挙げる

※墨書題簸には「尾張名所園舎前編」とある。「松

月堂記」という印や「松月堂勘助」という書込

みがある。

5-83オ3 大惣番号札剥落か 75銭

ザンカイメイサンヅ ;r. 

30777－山海名産園舎萱～五 大 5冊

法橋関月画，木都孔恭序，むまカVし詳都支駿 7

寛政10序・駿，同11刊

大坂高木遷喬堂・聾屋長兵衛（心斎橋筋北久

太郎町）

※巻頭内題「日本山海名産園舎」。「室小路花柴

蔵」という書込みや印がある。

9-01サ l さ百六拾番全五 50銭

ナPFサンケイキ

30778 成田参詣記一～五 大 1供5冊

中路定俊著，中路定得補，法印照獄序

嘉斜長，安部8ffj
新勝精舎蔵板

※上記書名は見返し内題による。原題策「成田名

所園舎」。『国書総目録』は「長谷川雪堤等画」

とする。「榊原蓬巷蔵書」印あり。

5-83ナ7 さ百六拾弐番全五冊θ 1円25銭

30779 新編鎌倉志童～九 大1朕9冊

河井恒久著，松村清之訂，力石忠一補・序，宮山野

節序，大明東皐心越偉序，茨木方淑肢

貞事元序（力石・越俸），同2序（野節）・践

洛陽書障柳技軒蔵板

※第4冊は，他より縦が短く，横が長い。第4冊

には「江府海輝什物慧林周光置駕Jという印，

その他には別の印がある。

5-83シ10 さ拾壱全九 2円

セイヤウザツキ

30780 勢陽雑記一～六

山中為綱著・自序

写本篠田宣浄写

冊
）
写

6ω
日

峡

α暦
1
宝

大
）
－m序

G
q
L
 

暦明

※題祭・扉には各巻の郡の名が書込まれている。

5-83セ2 大惣番号札剥落 1円
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一地誌・名所，日記・紀行一

パンシウメイシヨジユ yランヅエ

30781 播州名所巡覧園槍一～五

大1峡5冊

村上石田著，中井覧江画，勉亭主人（冨小路三位貞

直卿）序，藍江中直践 享和3序・践，文化元刊

大坂柏原屋清右衛門・柏原屋与左衛門・勝尾

屋六兵衛・塩屋忠兵衛

5-83ハ 1 さ百拾回全五冊 50銭
77 ミメイ V ヨヅ Z

30782 近江名所園舎一～四 大 11快4冊

秦石田・秋里鑑島著，蔀開月・西村中和画，龍公美

題言 文化11刊

大坂塩屋忠兵衛・河内屋喜兵衛・河内屋太助

※扉の題「琵琶湖勝概全覧園舎」。ー「江南之部」，

二・三「西江之部J，四「江東之部J。巻末に河

内屋太助の「名所記総目録」あり。

5-83ア5 さ百拾壱全部四冊。 75銭

スミヨシメイショウ‘Y % 

30783 住吉名勝園舎巻ー～五

大1映5冊を合綴 1冊

秋里雛島著，花洲主人（藤波三位寛忠卿）序

寛政6刊，同7序

大坂大西甚七（高麗橋上人町），京藤井孫

兵衛（御幸町御池下ノレ），江戸西村源六（通

本町三町自） ・雁金屋治右衛門（同）

※原題簸は破れかかっているが「揮津国／口一

宮」という角書がある。

5-83ス1 口六日三② 50銭

ヤマトメイ V ヨヅエ

30784 大和名所園舎一～七 大1映7冊

秋里篠島著・自践，春朝粛竹原信繁画，清原宣浄

（侃菊主人）序 寛政3序・践・刊

京小川多左衛門・殿為八，大坂柳原喜兵衛

．高橋平助

※第1冊表紙に「拾番」の小札あり。

5-83ヤ5 さ百六番全部七冊 80銭

チタゼンナヨセ

30785 筑前名寄乾・坤（上・下）

員原篤イ言編輯・践

京柳枝軒茨城方道

半 11挟2冊

元禄4践，同6刊

※乾冊に御笠郡・那珂郡・糟屋郡，坤冊に宗像郡

・遠賀郡・夜須郡・上座郡・早良郡・恰土郡・

志摩郡を収める。乾冊表紙に「地Jの札あり。

見返しに「上下／全山門／難足院荘厳蔵」とあ

る。名所歌集。

5-83チ2 つ四十弐番全二冊 30銭

ザカヒカガミ

30786 堺鑑上・中・下（附半1需品伊
衣笠氏一閑宗葛著・自序 天和3序，貞享元刊

京文台屋治郎兵衛

※上冊表紙に「地」「全三冊」の札あり。

5-83サ 3 つ三十七番 50銭

アタゴミヤゲ

30787 愛宕宮笥 中1冊

著者未詳 元給与リ
京大和屋猪兵衛（あたらし町下山崎町）

※上・中・下巻より成る。原体裁3冊を合緩。自

序あり。愛宕山の由来と防火法・消火法を記す

書。

9-69ア 1 大惣番号札剥落 50銭

ニジフシハイジユ Yパイヅエ

30788 二十四輩順奔園舎一～五・

後編一～五 大21快10冊

僧了貞著・自序，玉泉洞水題言（前），賓明題言（後）

享和3刊
京菱屋孫兵衛，江戸松本平助，大坂小万

屋六兵衛・海部屋勘兵衛・勝尾屋六兵衛・河内

屋太助

※真宗の高祖・聖人の！日蹟鵠7。後編は前編と

同じ刊記だが，題言が文化 60 

5-83ニ 4 さ百五拾六番前編五冊＠

・さ百五拾七番後編五冊＠ 2円25銭

カマクラ U リヤタ

30789 鎌倉志略 半 1帳 1冊

写本

※鎌倉地誌。

5-83カ9 ゆ九百八拾回全 l円

日記・紀行

スズミグサ

30790 涼み草乾・坤 半1峡2冊

建部綾足著

写本

※『国書総目録』によれば，伴高際編。版本は寛

政6刊。題策に「綾足紀行」と書込みあり。別
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一 日 記 ・ 紀 行一

名「綾足道之記」。

5-85ス4 ゆ九百六拾八全弐＠ 50銭

タゴトノハナ

30791 手ことの花 大1映1冊

僧月披著

書韓・刊年不明

※原題祭中に「道之記」と墨書，表紙に「宅＇~s9fJ
小札あり。『国書総目録』によれば，元禄2～

6成立。絵入り。

5-85タ1 ふ四百五拾壱 20銭

ザウマユツキ

30792 相馬日記一～四 大11快4冊

高田輿清著，北傑時都注・序，大寂庵立網序，源知

賢序，藤原常彦践，喜多村節信践，宅福ア引践

文政元序・践・刊

江戸角丸屋甚助（椛町平河町二丁目）・伊勢

屋忠右衛門（京橋銀座二丁目）

※伊勢屋を売弘所とする薬の広告あり。

5-85ソ3 ふ四百拾壱全四 40銭

スギタニツキ

30793 杉田日記 半 11快1冊

清水漬臣著，小川勇魚序，藤原因之常809) (1810) 

文化 6刊，同7践

江戸高笈堂英遵英平吉（神田鍋町）

※表紙に「居」の小札あり。

5-85ス2 れ二百四十八 10銭

カウシミチノキ

30794 庚子道の記 大11快1冊

武女著，清水漬臣標註・践，村田春海）・橘千宅需

享保5成，文化6刊

江戸英平吉（神田鍋町）・小林新兵衛（日本

橋通二丁目）

※表紙に「紀」の小札あり。

5-85カ7 ふ四百六拾六 15銭

へウチユウヅグワ

標註 ナガサキーキカウ

30795 園輩長崎紀行 大1峡1冊

常州水戸長玄珠著，奥田元継序

明和4成，文化2序・刊

江戸小倉仁兵衛（本石町四丁目），京林伊

兵衛（二条富小路）・藤井孫兵衛（御幸町御池），

大坂森本太助（心斎橋唐物町）・田邑九兵衛

（同安堂寺町） ・浅野弥兵衛（高麗橋一丁目）

※原題簸に「水戸赤水先生記」と記されている。

5-85ナ1 ふ四百七十壱 30銭

キカユツキ

30796 帰家日記上・中・下（附半1需品F
井上通女著，跡部良顕践 元禄13践，正徳6刊

京柳枝軒茨城信清（六角通御幸町西街）

※讃州丸亀の著者の，「あづまより帰郷の道之記」。

5-85キ10 れ弐百拾壱全三冊 50銭

30797 

クワンケス 7 ギヨキ

菅家須磨御記 大1秩1冊

成田梅甫書 文化6奥書，同7刊

春日棲蔵板，江戸須原屋茂兵衛，大坂河内

屋喜兵衛・秋田屋太右衛門，名古屋永楽屋東

四郎，金沢松浦善兵衛，富山紅屋伝兵衛，

松坂薮屋勘兵衛，山田文蓋屋庄左衛門，京

林伊兵衛・天王寺屋市郎兵衛・河南四郎兵衛

・河南儀兵衛

※題簸右横lζ 「筆道」と記した小札あり。「勢州

四日市伊達氏家蔵」朱印あり。

8-43カ11 や四百七十六 20銭

カシラガキ
宅当・ カモノチヤウメイハウヂヤウキ

30798 醤鴨長明方丈記

大1秩1冊

著者未詳 明暦4刊

京長谷川市良兵衛

※巻頭に明暦3の無名の解題あり。絵入り。

4-30ホ2 ふ五百六拾九 50銭

カモノチヤウメイハウヂヤウキリウスイセウ

30799 鴨長明 方丈記流水抄巻上・下

大1帳2冊を合綴1冊

横島昭武著・自序 宝永3成，享保4刊

京長谷川市郎兵衛（二条通清明町），江戸

同正右衛門（東叡山池之端）

4-30ホ3 ふ五百七拾壱番 50銭

スガガサノニツキ

30800 菅笠日記上・下 大11快2冊

本居宣長著 明和9成，寛政7刊

伊勢柏屋兵助（松坂田野町），京銭屋利兵

衛（寺町通四条上ノレ町）

※下冊原題簸および各冊内題は上記の通りだが，

上冊原題簸は「須我笠の日記」。柱書「すが〉

さ日記」。初瀬・吉野・飛鳥の紀行。

5-85ス3 ふ四拾壱全弐冊 30銭

キ記日日ノのけ花仰の
日

盛

著規

1

尚

別

村

初

竹

冊
）
刊

l
m一元

帳

α和
1

享

大

。。口。



一日記・紀行一

※同I候に収める『別録』ー～四の4冊は大惣本に

あらず。藻雅堂蔵板目録を付す。

5-85セ 1 大惣番号札剥落 50銭

書躍不明

※著者・刊年は『国書総目録』による。大和・山

城の紀行。文中に「時は享和のはしめの年の…

…」という。

5-85サ2 ふ四百六拾番 20銭

スズノヤ ウシミヤコユツキ

30802 鈴屋大人都日記上・下

大 11快2冊

本居宣長著，石塚龍麿編，安田康治序，夏目聾麻目

践 、 文政2践

書瞳不明下冊末に「萩園蔵板」の印あり

※上冊表紙右上スミに「居」の札が貼られている。

内題「都日記J。
5-85ミ2 ふ四百弐拾五全弐 35銭

イウザイミチノ キ

30803(1）幽斎道之記 大 1 峡（此合唱6~9~
細川幽斎著 寛文9刊

京吉田四郎右衛門

※『丙辰紀行』の原装表紙を用いて（2）と合穣。上

記書名は内題による。墨書題簸は「細川幽斉道

之記」。表紙に「紀」「千四十六」などの札あり。

5-85へ1 ふ四百七十三（2）共50銭

刀
打

キ紀
w
辰

M

丙。

著

釦

春

初

道

初

林
冊
）
刊

1
3
日

癒

α永
合

寛
ル
」
’

ω）
成

秩
m
2

1
q和

大

元

京風月宗智（二条通観音町）

※『幽斎道之記』と合綴。原題簸をとどめる。

5-85へ1

トウハンーツキ

30804 東藩日記 大1峡 1冊

茅原元常著，権大納言愛親序 文化3序，同12刊

江戸須原屋伊八，大坂藤原弥兵衛，京菱

屋孫兵衛・石田次兵衛・野田藤八・石田吉兵衛

・林伊兵衛

※表紙に「三十四丁目ニ富士山臨観園」と記した

小札あり。

5-85ト8 ふ四百七拾番 30銭

サイイウキカウ

30805 西遊紀行上中・下

大他4冊と合1峡2冊

警器台州著，熊耳飴承育長）亀山松崎惟時弓nl~
和6），覇陵山人序（宝暦12) 明和8刊

江戸藻雅堂舟木嘉助蔵版（日本橋平松町）

須原屋市兵衛・同嘉助

セイヤウイウキ

30806 勢陽済記

熊谷立関著・自序

京中村孫兵衛（高辻通雁金町）

※表紙右上スミに「紀」の小札あり。

5-85セ8 ふ四百五拾六 20銭

冊
）
刊

1
n
6
 

峡

α宝
1

延

大

タミノノニツキ

30807 田餐の日記 大 1秩1冊

衣川長秋著，紀道男序 文政4序，同5刊

衣川蔵板，大坂穐田屋太右衛門（心斎橋安堂

寺町南入），京河南儀兵衛（三条通寺町西入

町）

※出雲紀行。末尾に本居大平の和歌2首あり。

5-85タ2 ふ四百六十五 20銭

サウロセンセイヤ 7 トミチノ キ

30808 草慮先生大和道之記・
サウロセ Yセイカハチミチノ キ

草慮先生河内道之記 大1秩2冊

（大和道之記）龍草庫著，谷川延容序 天明2序

書韓不明

※表紙lと大惣番号札と「紀」と記した札をはり，

原題震に「上」と書込み。末尾の内題「大和路

記」。表紙・題叢の体裁より，書障は「河内道

之記」と同ーと思われる。

（河内道之記）龍草庫著，紀舟俵践天明3践・刊

江戸津田吉左衛門

※原題蜜に「下jと書込み。末尾の内題「河内の

記」。

5-85ソ4 ふ四百弐十弐合弐 50銭

イセヂノシルベ

30809 伊勢路のしるべ 半1秩 1冊

寛延3序

書県不明

※『国書総目録』によれば，石崎文雅著，宝暦元刊

5-85イ 1 そ千六拾九全 15銭

ピひサ
さスすノの

マ
白
－

w

ジ
山
内

ヲ

小

著基

0

良

別

条

初

二
半 1峡 1冊

元禄7刊

京銭屋四郎兵衛（河原町），江戸銭屋五郎

兵衛（芝）
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一日記・ 紀 行ー

※原体裁は上・下2冊か。 30962参照。上記書名

は序題によるが本文内題は「小嶋のすさみ」。

「紀／仁コ良基公／道之記」の小札あり。

5-85オ1 れ弐百弐十六合θ 15銭

ト
コ
い

』＝＝ロノの？
もロろ

ゴ乙サ
さ

本

1

写

噌
E

－－oo 
nu 

n
J
 

大 1峡1冊

※御伽草子。表紙に「言」と記された小札あり。

4-40サ 2 大惣番号札剥落 15銭

サラシナノニツキ

30812 更科目記上・下 大 1秩2冊

菅原孝標女著，西門蘭渓校・凡例（1834)

天保5凡例，同9刊

江戸 岡田屋嘉七（芝神明前）・西宮繭兵衛（中

橋広小路町） ・小林新兵衛（日本橋通二丁目）

・山城屋佐兵衛（同所） ・英大助（本石町十軒

店）・須原屋茂兵衛（日本橋通ー町目） ・須原

屋佐助（同通四丁目） ・須原屋伊八（浅草茅町

二丁目）

※凡例いわく「此書元議与七年板ノ半昏本ヲ正本

ニシテ塙本古写本ニテ校合セシ也」。大尾の内

題「さらしなの日記」。

4-30サ 2 ふ四百三十壱全弐 40銭

キ
コ
い

．．
 

－一＝ロザ日ノのヒひョよ
ザ
大
」

J
1

・’hv

著

3

尼

剖

仏
初

阿

半 1秩＼fill
万治2刊

京林和泉（今出川）

※絵入り。見返しに「一番」と墨書。

5-85イ3 れ弐百四十三 15銭

ムラサキシキプユツキ，マウチユウ

30814 紫式部 日 記 傍 註 上 ・ 下

大1秩2冊

紫式部著，藤原隆美序，壷井安鶴翁注・鳴；谷村

光義後補 享保14序・肢

銭屋儀兵衛

4-30ム 3 ふ五百六拾八全弐冊 30銭

ヤヲカノニツキ

30815 やをかの日記

岩雲花香著・自序，片野善長践

書躍不明

大1恥F
天保2序

※内題・柱書「八日記」。富士山紀行。岩雲大人

の著述書目を附す。絵入り。

5-85ヤ1 ふ四百六拾弐 10銭

7 ツシマニアソプキ

30816 遊松島記

紀徳民（平洲先生）著

江戸須原屋嘉助

※原題簸「松島紀行平洲先生全」。題簸右上に「紀」

の小札あり。

冊
）
刊

1
M
4
 

帳

ω明
1

天

大

5-85マ1 ふ四百六拾八 15銭

カシ 7 ニツキ

30817 鹿島日記上・下 大 1秩2冊

高田輿清著，長谷川宣昭序，津近嶺践，者裏表笑画

文政5序・践

書韓不明

5-85カ3 ふ四百弐拾六合弐 40銭

サンダウカウキ

30818 山道行紀 初sf1冊

松井河巣著，松木孟賞序 宝永3序・刊

岡山中野孫左衛門（西中島町）

※漢詩集。東山道経由で江戸から岡山までの紀行。

5-85サ 3 ふ四百六十壱 10銭

トウアウキカウ

30819(1）東奥紀行 大 1秩（2）と合綴1冊

長久保赤水著，長中行「訂正標語北東讃柴弐者~lfi·
南汀鞠方序 寛政3序（柴），同4刊

水戸長久保氏蔵版，江戸北沢伊八（東叡山池

之端），京小川太左衛門（誓願寺通御幸町西

入），大坂浅野弥兵衛（高麗橋一丁目）

※（2）参照。紀行自体は宝暦tio1の乙と。題策は「龍

東奥紀行泉課誕」，巻頭内題は「赤水先生東

奥紀行」とある。

5-85ト4 ふ四百五拾七 (2）共30銭

シカイキカウ

30819(2）紫海紀行 大 1秩（1）と合綴1冊

松延年子長著，席停宮田明号in~南西況序 07 ) 

安示K序（西），同6序（宮田），同7刊

江戸嵩山房小林新兵衛

※（1)(2）は『東奥宅保の原装表紙を用いて合綴。

紀行自体は明和 9の乙と。

5-85ト4

カシラガキ
主主 ミノプカウキ

30820 曇身延行記上・中・下

大1帳3冊

元政著，棋ー東子昭武序 0659) (1698) 

万治2成，元禄11序，同17刊

京村上平楽寺（錦蛇坊）



一日記・紀行，道中記ー

坂徴仲文甫著・自序，今城世綱践

天品7~2長．都島
書韓不明

※第1冊表紙に「十八冊言部」の小札あり。

4-30カ1 ふ四百O三番 3円

※上冊後補墨書題策は「身延行記J, 中・下冊原

題簸は「暮身延行記」，巻頭内題は「身延道之

記」。

カモノチヤウメイアヅマミチノ キ

30821(1）鴨長明東路之記

大1秩（2）と合綴 l冊

60銭ふ四百拾三全三5-85ミ1

鴨長明著

書庫・刊年不明

5-85ア1

6冊

記

貞享二年版

中道

キヤウハプタへ

京羽二重30826 

廃棄

(2）共30銭

大1峡(1）と合綴 1冊

元禄13刊

川端五郎

ふ四百五拾四

京

ユザハキカウ

30821(2）湯沢紀行

南詞病居士著・自践

江戸 舛屋（日本橋南一丁目），

右衛門（五条橋通扇や町）

30銭

富士のゆめ

横（14.0×19.8 cm) 11快1冊

堅木著，露竹序，蘭左践 享保5成

写本

※秋葉山参詣の道中の句文をおさめる。

4-24フ3 大惣番号札剥落

30827 

5-85アl

7 qマユツキ

30822 有馬日記

本居大平著

写本

※奥書に「右太平翁有馬日記長四月筆取五月下旬

罵詑，筆者伊唯」とある。表紙に題名を打ちつ

け書し，「大平翁」と小さく記す。

5-85ア3 ふ四百九拾弐

大1峡 1冊

天明 2成

3銭

(1696~ 1間i!IB"
元禄9成，享保6刊

ヤマトメグリノキ

30828 和州巡覧記

員原篤信著

京柳枝軒茨城方英

※見返し内題の右に「和州、｜ニ遊ブ者，此書ヲ持ス

ノレトキハ則チ霊地遺跡行程里数，郷導ヲ偲ズシ

テ足レリ」（原漢文）と記す。

5-83ヤ7 ち千七百八拾壱

1円

ナンイウキカウ

30823 南遊紀行 大 1峡1冊

克庵居士著・自序，日斉散人序，弘庵居士大雅序，

枕山大沼序，湖山棲主人序，高松外史鷲津序，静軒

居士践 嘉永6序（いずれも）・刊

日新書屋

※原題震には「ー名四州行」と小さく記す。絵入

り。漢文。南関東の紀行。

5-85ナ3 ふ四百七拾五全壱冊
ケイジヤウショウラン

30829 京城勝覧上・坤

貝原益軒著・自序，下河辺拾水画

宝永3序，天明4刊
京柳枝軒小川多左衛門（六角通御幸町西へ入

町）

※題名は見返し内題による。第1・2冊ともに，

表紙の中央上部に「京城勝覧」と打ちつけ書さ

れている。第1冊題策は剥落，その跡に「京都

めくり上」と墨書する。第2冊は「京都めくり

坤」の後補墨書題簸を貼付。奥付によれば「事

保三年元板」。

10銭

中11扶2冊20銭

冊
）
成

1
m
2
 

秩
α治

1

万

大

サイイウキカウ

30824 再遊紀行

山崎闇斎（嘉）著

京武村市兵衛（二条通松屋町）

※表紙に「紀」「千五十七」の小札あり。東海道

紀行。

15銭ふ四百六拾九5-85サ 8

15銭大惣番号札剥落京キ15

一～十八

大1帳18冊
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かけろふの日記解環30825 



記中道

ニツタワウザンメイセキシ

30830 日光山名跡誌、

鷹橋義武著，菊岡f占涼画

鷹橋治郎左衛門（日光山御幸町）

※著者及び画者は『国書総目録』による。「大惣」

と刷り込んだ墨書後補題策を使用。

5-83ニ2 ち千七百六拾弐 8銭

冊
）
刊

1
n
日

映
げ
保

1
享

中

30831 

主主タユンレイテピキ

議しゅんれい手引

横（14.0×21. O cm) 1 r快1冊

恵臆・山本膏仲・神谷長治著，黄梅院主＜l喜界か）

自序 享保12成・序

写本

※書名は題簸による。序題「美濃圏三拾三所順躍

記」。巻頭に「美濃圏三拾三所観司鰐道之記」

と記されている。奥書l乙朱で「宝暦六年丙子五

月下涜写之／宰主福尾半兵衛／筆主同文八J

とある。

5-83ミ3 大惣番号札剥落 5銭

アヅマノミチノキ

30832 吾嬬路記 ~7l1~1 冊
貝原益軒・谷重遠著，柳技軒編・序享保6序・刊

京柳枝軒

※貝原益軒「吾妻日記」・谷重遠「東遊草」両書

を「潤色合巻」した旨を示す享保6の書林序が

ある。扉に「文イE千年」と書込みあり。虫損。

5-83ア 3 ち千七百五拾八 5銭

キソヂジユy ランキ

30833 木曽路巡覧記

横（1~7~）x16. 3 cm) 1常7hffr

慮橘堂適志著・自序 宝暦5序・初刊，明和6刊

大坂河内屋茂八（心斎橋筋） ・柏原屋清右衛

門（同所），京小川多左衛門（六角通御幸町），

江戸西村源六（通本町三丁目）・山崎金兵衛

（十軒店）

※巻末に「金続南上七軒／鷹羽庵／室小路花祭」

と書込みあり。脇題賃貸剥落跡あり。

5-83小別仁コ百六十三 5銭

ナニハスズメ

30834 難波雀

水雲子著・自序

書購不明

※墨書題簸ピ「延宝七年刊／難波雀全」とある。

巻末に落丁あり。

5-83小別 ち千五百三拾五 10銭

横（8.4×19.2叫ゐF
延宝7序

カイジヤウゾウホ
改正 ナユハマルカウモク

増補 難波丸綱目上之ー・

上之二・下之ー・下之二・名所上・名所下

・和泉口 （ー～七）

横（11.1×1R741lcm)1常ふF
志田垣輿助著・画 延享4凡例，同5刊

大坂 田原平兵衛（順慶町一丁目）・石原茂兵

衛（同五丁目） ・人見理兵衛（南久宝寺町五丁

目） ・村田平七（心斎橋筋） ・中村庄兵衛（綿

袋町） ・渋川興市（順慶町五丁目）

※第1冊の第3了表に「大日本米嚢袋／五畿内五

ヶ園之内／摂津難波丸上巻」，第5冊巻頭に「胸

花分明集巻孝之主／五畿内五箇園之内／播州難波丸

目録下」，第7冊巻頭に「皇国花分明集巻第五」と

ある。柱書は第1・2冊「摂州難波丸上」，v 第

3・4冊「摂州難波丸下」，第5冊「摂州名所

目録」・「摂津名所」，第6冊「摂津名所」・

「摂州難波丸」，第7冊「和泉城下」・「和泉

名所」。「改正」を「カイシヤウ」と読むのは，

凡例中の振仮名による。表紙に「地」の小札あ

30835 

り。

5-83ナ6 へ百拾五番 45銭

エドソウガノ

30836 江戸惣鹿の子一～七

横（11.5×16. 6 cm) 1 r快7冊

松月堂不角著・自序

書捧不明

※第1冊表紙に「地」・「全部七冊」の2枚の小札

あり。

5-83エ9 へ百拾四番 1円30銭

コクヘンロテカガミ

30837 四園遍礼手鑑 小11快1冊

真念原著，曳尾子改訂・自序，雲石堂寂本政 <1697)

元禄10序

大坂岡田三郎右衛門（呉服町）

※序部分の柱書「四園手鑑」。

5-83シ1 ほ八百五十五 10銭

ニツタワウサ y ミチ V Jレ ペ

30838 日光山道しるへ
横（10.6×16. 3 cm) 1 r快1冊

著者未詳

書韓・刊年不明

※図入り。

5-83ニ5 ほ八百七拾 5銭
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一道中記，香・茶・生花一

ォq F メ

30839 織とめ一～六

横（10.4×16. 3 cm) 1峡6冊

孤松子著・自序 元禄2序・刊

京小嶋弥三右衛門（二条高倉東へ入町）・小

嶋徳右衛門（新町通六角町）

※原題簸lとは第1冊「織とめJ;第2・4・6冊

「おりとめ」，第3冊「をりとめJ，第5冊「お

り留」とある。序題及び各冊目録題には「京羽

二重織留」とある。

京キ21 へ百十八番全六 45銭

~..，， ＇.／ウユシマダウチユウヒトリアンナイ

30840 但州湯嶋道中濁案内

横（7.2×16. 2 cm) 1冊

著者未詳 宝暦13刊

但馬山崎屋勘十郎（湯嶋中之町），大坂藤

屋弥兵衛（高らいばし一丁目）

※絵入り。表紙に「地」の札あり。

7-46タ小別大惣番号札剥落 2銭

Vヨシウグユ yラy キ

30841 諸州巡覧記 （ー・二）・三・四・五

中11挟5冊

貝原益軒著 元禄2成，正徳3刊

京柳枝軒茨木多左衛門（六角通御幸町西入

町）

※上記書名は見返し内題による。原題簸には「諸

州めくり」とある。但し，その角書の部分は，

第1・2冊では破損，第3～5冊には「鰐J
とある。各冊題簸に国名を記す。内容は，第1

・2冊が「西北紀行」上・下，第3～5冊が

「南遊紀行」上・中・下である。

5-83シ6 ち千七百六拾全五 45銭

キソヂノキ

30842 岐燕路記 中1朕 1冊

貝原益軒著・自序・自肢

宝永6序・践，享保6刊

京柳枝軒茨木多左衛門（六角通御幸町西へ入

町）

※上記書名は見返し内題による。第1～6丁まで

「岐蒲路名勝園」あり。序題「東山道西帰之

記」。内題「木曽路（之）記」。本文最終了裏に

「正徳三年孟春新版」とあり，初版刊年と思わ

れる。

5-83キ2 大惣番号札剥落 7銭

カイセイサイヨタジユンレイダウチユウキ

30843 改正西園順礼道中記（上）・下

横（15.0×21. 0 cm) 1峡 2冊

福尾半十郎定時著，執古堂野夫践 元文3成・践

写本

※上記書名は巻頭の内題による。第1冊は題策剥

落， 第2冊は「西園j踊檀道中記下」と墨書題策

が貼られている。第1冊の表紙から巻頭部分に

かけて虫損が著しい。

5-83サ 1 大惣番号札剥落 15銭

イ セザンダウリテイセウ

30844 伊勢参道里程抄

横（13.7×20. 0 cm) 1峡1冊

元禄11成，寛保2奥書藤原信景著

写本

※最終了表lζ「山内小兵衛口口（写之カ）」とあり，

上から塗抹。題策は剥落し，表紙中央に「伊勢

参道里程抄全」と打ちつけ書きされている。

5-83イ4 大惣番号札剥落 3銭

香・茶・生花

ジツシユカウクラプヤ 7

30845 十種香暗部山※参照 大1峡 2冊

恵南著，東麗叙雪百拙山人序，龍作官黄門公序

享保10序（百拙山人），同14刊

半華室蔵版

※第2冊は「香廷玩具」（内題）の「附園」（題策）。

8-63シ2 大惣番号札剥落 50銭

ベンギヨタシ 7

30846 鉾玉集董工印・茶器（乾・坤）

大1峡 2冊

寛文12刊

京上村次郎右衛門（二条通玉屋町）

※画入り。上記書名は原題簸による。「乾（坤）」

は墨書。乾冊内題「董工印章排玉集」，柱書「印

章弊玉集」。坤冊は内題・柱書ともに「茶器鉾

玉集」。

8-49へ1 乙五百二拾六弐 1円50銭

チヤダウ YウVヨ

30847 茶道叢書 1冊

廃棄（早大大惣目録には「茶人系伝全集」として載

qo 
nud 



る。）

一香・茶・生花一

8-63チ12 乙五百五拾回全四 1円

8-63チ16 30銭

ハウチヤセウジヨ

30848 烹茶樵書
曽永年著・自践，平寿海序

曽占春蔵版，江戸前川弥兵衛

※画入り。題簸に「附茶寮園賛（サレウヅサ

ン）」とある。著者はー名「詩悌居士大窪竹」。

8-63ホ 1 ち七百四十二 10銭

冊
）
践

1
m
3
 

映
は
和

1
」口子

中

チヤノ ユジツトクデン

30849 茶の湯十徳伝知・仁・勇（ー～三）

大3冊（上・中・下）

写本

※奥書に云く，「右之書古従宗旦先生杉木普斎不

残奥儀秘健之書留なり 普斎以自筆書写之平」。

8-63チ17 こ五百五拾五全三 50銭

ユキマグサチヤダウワタゲ

30850 雪間草茶道惑解 半 1峡1冊

写本

※見返しに「茶人茶器之惇記也」と書込み。

8-63ユl そ六十番全壱冊 10銭

ジベ Yチヤリヤタ

30851 自鉾茶略 半 1問a!ffi
嵐翠子著，瓦諜舎主人序 享和3刊

張海瓦磯舎蔵梓，製本書購片埜東四郎

※表紙に「煎茶早指南」という小札あり。

8-63シ1 そ三十七番全壱冊 15銭

30852 

センチヤ V ヨウシ 7

煎茶仕用集上・下 半1秩2冊

大枝流芳著 享和2刊

大坂柏原屋清右衛門（心斎橋j顕鹿町）・塩屋

忠兵衛（心斎橋北久太郎町），江戸西村宗七

※図入り。塩屋の蔵板目録あり。

8-63セ1 そ弐十八番全弐冊θ 20銭

チヤダウシヤウデンシ 7

30853 茶道正停集－～四

特大（27.5×20.0 cm) 4冊

元禄7奥書

写本
※奥書にいわく「右茶道停法真之基子者織田有楽

公利休直停無疑玄旦停之書巻トス。玄旦弟子来

原ト云者，改テ書之納織田貞置老予則不残審

（ミセケチ懇）望之上書写所如件」。

セキザンサイチヤグヅ フ ・チタデンサウハウチヤケツ

30854 石山粛茶具園譜・竹田荘泡茶訣
チタデンサウチヤセツ・セイワンチヤワ ・パイチヤ

．竹田荘茶説・青湾茶話・責茶
ヲヲデy ・ケンカダウシヨザウパイチヤヲウチヤグ ヅ

翁伝・兼霞堂所蔵責茶翁茶具園

半1峡1冊

写本

※「竹田荘茶説」までは大惣の半紙に筆写。のこ

りは文ィgm：芸障堂蔵として「渡逗某持本ヲ以

テ寓之」という。図入り。また第2了に「文政

己丑」（12年＝1829）と見える。

8-63チ 1 そ六拾九番 20銭

モンジヤクシヨ

30855 門尺書天・地・人（ー・二・三）

半3冊

写本

※図入り。表紙に「名物集」と小札あり。

8-49モ 1 そ五拾弐番全三冊 2円

日書ノ之打
道

付
茶

本

6

写

大l朕 1冊

※図入り。

8-63チ14 こ五百七拾番 50銭

チヤシキヅリヤク

30857 茶式国略

特大（28.9×20.4cm)1帳1冊

写本

※図入り。朱で註入り。

8-63チ 7 乙五百七拾壱 30銭

チヤツポノ ヅ テンモタチヤワンデン

30858 茶壷之園井天呂茶碗停

特大（27.4×20.0刷 1需品F
天明4写

写本

※図入り。

8-63チ10 乙五百六拾五 50銭

チヤタ・ウ 5ノヨシンシ 7

30859 茶道初心集

古田織部著・奥書

写本

※利休相伝のよし奥書にあり。題策に「古田織

大1秩1冊

部」の名を書き添えている。
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一香・茶・生花ー

タンダイタワンザウ チヤウキ

君蔓観左右帳記

特大（30.0×21. 3 cm) I帳1冊

大永3成

30866 

真相著

写本

※「大永三年十二月元日松雪粛鑑岳真相在判

右山口豆州公家蔵酉閏九月写之」の記載あり。

諸道具の記録。図入り。

8-63ク1 大惣番号札原欠か

10銭

半1朕1冊

10銭

そ六拾弐全

チヤダウシヲリ

30860 茶道枝折

心空庵著・自序，青害巷序

写本

※「星涯仁コ」印あり。

8-63チ11 大惣番号札原欠か

8-63チ13

シヨタワシヤウカンロク

30867 諸貨賞鑑録

写本

※表紙に「和漢之茶入類弁和漢之織物切類之事を

委敷書し本也」と記した札および「仁コ百三十

四」の小札あり。

8-52シ1

30銭

半1峡2冊上・下

センチヤリヤクセツ

30861 煎茶墨説 半1冊

津田実成（楽水居主人）著・自践，北部春豊殿，池

五山序 寛~i9~k
大坂楽水居蔵版

8-63セ2 10銭

ヨチユウロダY チヤノユマチガヒパナV

壷中炉談井茶湯間違噺

半1峡1冊

そ三十六番全壱θ

50銭

25銭

冊
）
刊

2
m元

半

α文元
）
序

お

8
G
保古

子

そ五十六全弐冊

ラクヤキヒナウ

30868 楽焼秘嚢上・下

中田潜龍子著，東々主人序

大坂河内屋喜兵衛

※旧蔵者「t蘭亭」ほかの蔵書印あり。

8-48ラl そ四拾五番全二冊茶

30862 

写本

※「査中炉談」は実山（立花五郎左衛門）写を転

写か。拓本のような刷り物を表紙に用い，「亡ごゴ

五十七」の小札あお；5片湯間違噺」附逸名

序あり，奥書lと天明5写，著者は織田秋水かと

いう。大惣の半紙を使用。

8-63コ1 そ六十四番全壱冊

大1秩1冊

15銭

イ，，，，ヨクノプ
飲食 キツチヤヤウジヤウキ

30869 之部喫茶養生記

築西著，塙保己一編

※内容は群書類従巻三百六十五，飲食之部中。表

紙に「三百六十五」と書込みあり。「喫茶往来J
（玄恵法印著）・「酒茶論」（蘭叔著）・「亭子院

賜酒記」（中納言長谷雄卿）・「酒食論」・「北野

大茶湯之記」と併せ収録。

8-63キ1 大惣番号札原欠か

20銭

ナ，，，マウキツキヨゾヂロタ

30863 南方喫去績録

立花宗有実山著

写本而宅実山写

※「元禄十五年壬午夏而生実山記之」と記す。

あるいは更に転写したものか。 30862『査中炉

談』の続篇で，表紙が同じ体裁。上記著者は

『国書総目録』の「南方喫茶続録」の項による。

8-63ナ 1 そ六十三全壱 20銭

半1冊

τ！：：ゾウホリツタワタイゼy

30870 苓増補立花大全 半 1冊

京 菊屋七郎兵衛（寺町通松原上ノレ町西側）

※原題震に「園入」とあり。

8-63リ2 そ百O弐番全壱番

チヤグオキアハセノヅ

30864 茶具置合之圏

写本

※図入り。朱で注入り。扉に「千家十一番道具置

合圏全Jと記す。

8-63チ3

半11快1冊

25銭

イケパナサンジツペイノ ヅ ヒヤツベイ／ヅ

生花三十瓶之園井百瓶之園

特大（28.3×20.2 cm) 11挟1冊

橘湖粛白龍翁撰・画，久埜藤原憲践 寛政7践

写本

30871 
15銭大惣番号札剥落

打
占
灯
肝

ガ

A
口
川
川
和

川
早
明

打

道

葉

一
一
本
川
附璃

部

棄
却

廃

30銭口六百五拾三8-63イ1

2冊

20銭

F
D
 

nu 

8-63チ15



貞松粛米一馬著・自序，酔花山人践（1806)

文化3序・践・刊

江戸西村源六（本石町二丁目）・小林新兵衛

（日本橋南二丁目） ・野田七兵衛（同町）

※画入り。上記書名は内題による。墨書題策は

「生花ひとりけいと」。表紙に「花」の小札あり。

8-63ソ2 ほ九百四十八 10銭

冊
一
）
刊

7
ω
9
 

大
。
文寛

1円25銭

諸国 ココンス "'77ダイゼン

新撰 古今相撲大全上・中本・

中末・下本・下末（萱～五） 中5冊

木村政勝著・自序，太平逸民序，董鳴許人践

宝暦13序・践・刊

江戸鱗形屋孫兵衛（大伝馬町三丁目），大坂

吉文字屋市兵衛（心斎橋南江四丁目），京大

和屋善七（四条通油小路西江入町） ・長漬屋九

郎右衛門（三条通小橋西江入町） ・八文字屋八

左衛門（款屋町通誓願寺下Jレ町）

※内題に角書なし。第4冊に大惣の薬広告の刷物

あり。

8ー76コ1

シヤウフウエ :Y~. ウリウイケJマナヒトりケイ＝

正風遠州流挿花濁稽古

小1帳1冊

30銭

奏毒粛著，南無窓序（前），豊諒（後） (1801) 

（前）寛政11刊，（後）享和元刊

江戸大和田安兵衛（大惇馬町二丁目須原屋）

※図入り。各冊原題簸は「挿花」を「生花」とす

る。

8-63イ2

前・後篇

中2冊

ち七百四十五・ち七百四十六

シヨレイシ 7

30880 諸礼集壷～七

小笠原大膳大夫長時・同右近大夫貞慶著

大惣番号札剥落

翰

撲

シヨリウヒデン
諸流 イケパナハヤジナン

秘停挿花早指南

礼・書

相

諸

一香・茶・生花，相撲，諸礼・書翰ー

30879 

30878 

30877 
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10銭

チ ]J ラグサ

30876 ちから草 半 1峡 1冊

白龍著・自序（後篇），雲水軒践（町議）

天明3殿，同5序

10銭

写本

※絵入り。上記書名は墨書題震による。扉と，中

程とに「ちから草生花前篇（後篇）」と記す。

早大の大惣本目録では「義ちから草」。また，

「描入花聞停不易」を附す。

8~63チ 2 そ百六十弐全壱

半1秩 1冊

りツタワヒデンセウ

立花秘停抄巻之ー～六

特大（28.0×20.5 6~m) 1朕伊
貞享5成，文政12写富春軒仙渓著

写本

※図入り。各冊の内容は，一「常磐木之部」，二

「木通用花之部」，三「草之部」，四「七ツ枝ケ

僚之事」，五「九品之花形立様之事」，六「立花

十九箇僚秘停抄」。

8-63リ3

サ7クワゴクヒデン

30875 挿花極秘停

写本

※挿し花の図が殆どで，践を添える。朱入り。あ

るいは「イケパナ一一」とよむか。

8-63ソ 1 そ百六拾四

1円

ジヨウゲツダウコリウイケパナシユツセイデン

松月堂古流生花出生侍

特大（27.9×山川 1需品F
向陽軒加律著・自序 ！ 寛政2写

写本

※画入り，朱入り。

8-63シ3 10銭

是心軒ー露著か

写本

※上記書名は，表紙への打ちつけ書。内題は「分

韓日説」。立花の解説書。図入り。奥に「鶴鳴

舎九皐」署名と朱印あり。

8-63フ1 大惣番号札原欠か 15銭

ショウゲツダウコリウプンタイタゼツ

泰月堂古流分鰻口説

特大（27.3×20. 3 cm) 1 r快1冊

こ六百三拾壱共六

大惣番号札原欠か

30874 

30873 

30872 



一諸礼・書翰，古銭書一

京野田弥兵衛

1-86シ5 乙九百O七全七冊 50銭

ヲガサハラシツケカタ
ト笠原 シヨレイヒデYジ7

30881 援方 諸礼秘停集 半 1冊

寛保3写

写本

※表紙に「南升七礼全」「仁コ八十弐」の小札あ

り。巻末に「右此一巻吉良流秘書他見仕間敷者

也子時寛保三亥九月大森氏」とある。

1-86オ2 そ弐百五十五 30銭

30882 諸種集 半 1冊

写本
※表紙に「南升七礼」「中七十八」の小札あり。

1-86シ6 そ弐百五十六 15銭

冊

明

汀

書

半

杯

か

方

刊

片
時
扶

的
流

円
原ル笠

デ内
川
市
傑

約
百
箇

ヤ

国文院蔵書

※表紙に「三百五十五＠」「仁コ七礼」の札あり。

1-86オ1 そ弐百弐十七全 30銭

30884 諸礼集ー～十六 大16冊

小笠原大膳大夫長時・同右近大夫貞慶ら著

写本

※早大の大惣本目録には22冊とあり， 6冊失われ

たか。各冊の題策lζ内容を記している。秘事を

伝える側の人物として上原八左衛門定宣・水島

ト也之成・山本樹山成富・五十嵐勝右衛門らの

名を記す。伝えられたのは川合茂十郎・川合善

八郎。第7・8冊は図。

1-86シ7 大惣番号札剥落 2円

30885 

写本

書礼大要 大1冊

※内題は「書礼法式」。末尾に「寛文六丙午歳」と

あるのは書写年か。

1-86シ8 と九百八拾三全 20銭

30886 二種童覧上・下（喪礼・祭礼）

半2冊
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藤井慣斎著・自序 万部。年，元金1翌十リ
京 中川茂兵衛（姉小路堀河東江入町）

1-86ニ 1 そ弐百拾五全弐 15銭

シツケカタタデンキキガキ

30887 援方口停聞書上・下

横（14;0×21. 0 cm) 2冊

写本

※内容は太刀折紙之次第・人相種之次第など。

1-86シ9 そ弐百五拾四全二 10銭

レイガタタワジツカナメクサ

30888 1種事華貫要種

大舘氏晴天涯著・自序

写本

※上記書名は内題による。墨書題震は f種事要

冊

成

q
u

・

半
）
序

n
5
 

q
政文

種」。

1-86レ1 ゆ九百五拾壱全三 50銭

古 銭 書

ゾウホカイセイコゥ，、ウ‘Y カン

30889 増補改正孔方園鑑 半 1帳 1冊

福知山小津辰元東市著・自序天明 4序，寛政2刊

大坂 柏原屋清右衛門（心斎橋筋順慶町），江

戸西村源六（本町三丁目）・松本善兵衛（日

本橋南二丁目）

※30890参照。

8-51コ3 そ四百十弐全壱 15銭

ゾウホカイセイチンクワコウハウヅカン

30890 士宮補改正珍貨孔方圏整

半 1峡 1冊

福知山小津辰元東市著 天明 5成，寛政2刊

大坂柏原屋清右衛門（心斎橋筋順慶町），江

戸西村源六（本町三丁目）・松本善兵衛（日

本橋南二丁目）

※古銭の図と「改正常、貨孔方園鑑序説」から成る

書。 30889参照。

8-51チ 1 そ四百拾三全壱 15銭

ワカンコウハウヅエ

30891 和漢孔方園舎 半 1峡 1冊

中谷顧山著・自践，前川修来殿 享保13践

大坂柏原屋清右衛門（心斎橋順慶町）・富士



一古銭書，随筆写本一

屋長兵衛〈高麗橋壷丁目）

※上記書名は見返し内題による。原題惹は「孔方

圃鑑」。

8-51コ2 そ四百拾壱全 15銭

30892 本朝賓貨通用事客・
コツカキンギンセ Y プ

閤家金銀銭譜

（本朝一一）新井君美著

大1秩 1冊

成立年不明

（圏家一）青木敦書著・時’盤異様亮良明補

延享3序，宝暦8序（続集）

写本

※「園家一一」は文政～天保～安政にかけて記事

が追補されている。巻末に名古屋の「配符」貼

付。

8-51ホ1 乙八百六拾六 30銭

随筆写本

キゲンヰカウキ

30893 貴言為孝記上・中・下大1峡3冊

松永道斎述

写本

5-63キ1 大惣番号札剥落 30銭

ノ、クセキシンシヨ

30894 白石紳書一～十

新井白石書

写本

※朱の書込みで「丙申春有故。此本訂正罵。尤大

宗者五頼之詞。」と断って校訂する。大惣の半

紙を使用。各巻頭内題は「白石先生紳書」。

10-05ハ2 大惣番号札原欠 1円20銭

半 11快10冊

タピ J トモ

30895 旅の友

見能萎著

写本

※大惣の半紙を使用。

3-47タ 8 め四百七拾壱全 20銭

半 1冊

30896 年山打開上・下 冊
）
写

2
M刊

3

帳
G
禄

1
一五

大

写本安藤為明写

4-q9，ネ 2 乙三百七拾回全弐冊 60銭

五章
一主主目

印覚川名ム無
本

7

写

大1秩 5冊

※草稿本か。一項目ごとに「於和留」が記されて

いる。文化文政頃の記事を載せる。

8-21ム3 乙三百五拾七共五冊 50銭

ミヤガハユツキ

30898 宮川日言己乾・坤・附録 大1秩3冊

多田義俊（左衛門源満恭）著 延享3長
写本

※見返しに書写者の注意書あり。朱筆の訂正書込

みあり。書写年は「延享甲寅」とあるがそのよ

うな年はない。延享は元年が甲子， 3年が丙寅。

表紙題策のわきに「伊勢両宮の故実を記す」，

中央上に「紀」，右はし上に「武百六十四」と

記した札あり。

1-04ミ2 ふ四百九拾回全三 40銭

ザフザY キ

30899 雑纂記天・地・人

著者未詳

写本

※巻頭の内題は「近代雑纂記」。

5-11キ4 き百三拾九全三 60銭

冊
）
写

3
m元

供向
u
永

1

宝

大

サウロザフダン

30900 草慮雑談 智・仁・勇（上・下・続編全）

大3冊

青木敦書見陽著・自序領夢共） (17 ) 

元文3序（正），同4序（続）

写本

※続編の題祭は「績帥麗雑語全」。

10-05ソ3 こ三百六拾壱全三 75銭

7ラヒカJ、ノ キ

30901 洗革之記上・下

伊勢貞丈著

写本

※上冊表紙に「有職」（朱）札あり。

5-17ア2 や千五十回全二 50銭

大1秩2冊

タ7 ザハイワクワイジツロク

30902 熊津遊舎賓録一～五

熊津了介（蕃山）著・自序

写本

大5冊
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一随筆写本一

※巻頭内題は「熊津先生遊曾賞録」。表紙右上「0 10-05チ1 め八拾八番全五冊 75銭
百三十四」の小札あり。

1-81ユ 1 や三百五拾壱 20銭

タマモトリダン

30903 熊本僅談乾・坤 大1峡2冊

亀井道斎著・自序，東鑑山人序，藁偶子政 (1806) 

文化3写

写本

5-15ク3 や千五拾弐全弐 30銭

j Yサイズイヒツ

30904 安斎随筆 （初編）一～十・弐編一～十

・三編一～十 大3帳30冊

伊勢貞丈著

写本

※初編は大惣番号札剥落。

5-18ア 1 め弐拾六後編拾冊

・め弐拾七三編十冊 9円25銭

パイ V ヨマ y ピツ

30905 梅庭漫筆萱～五 半5冊

写本

※内容は，（萱）詠歌ー拡・教訓十五箇傑・倭歌

言葉秘伝問答・歌袋・手繭於葉大概抄・同口伝

・日野前中納言資枝へ御伝授二条流和歌懐紙

書法，（弐）諸国年中行事大全抄・都花月名所

抄・山城名所記・和泉名所図絵抄・播州巡覧図

絵抄・河内名所図絵抄・歴代備考・本朝年代紀

払（三）ふみほうく・烏羽玉の記・もっとも

のさうし・都の手ふり，（四）冷泉為村卿口授

（義正聞書）， （五）大嘗会小録（朱書の補あ

り）。

10ー03ハ 1 大惣番号札剥落 1円30銭

ラウダy イチゴy キ

30906 老談一言記一～六 半1峡6冊

新井白石話説，朝倉日下部景衡聞集

写本

※第1冊の題築に「白石先生著＠」とある。大惣

の半紙を使用。

ゾタタダン

30908 俗耳談萱～七 半7冊

寛斎述

写本

※内容は4編に分かれる。筆記は門人加藤元敏

・早川敬明・柳川通故・柴田成美・矢嶋恭度・

杉山元亮・井田費昌・山田正情。但しとの大惣

本の筆写は一人の筆になる。

10-05ソ2 大惣番号札剥落 40銭

Uンセンサンエンモノガタリ

30909 新撰三猿物語 前篇ー～五・

後篇一～四・五上・五下

写本

半1峡11冊

※下の大惣番号は後篇第l冊のもので，前篇の大

惣番号札は剥落。虫損甚しい。内容は雑史。早

大の大惣本目録には「本願寺騒動」と附記する。

1-22サ 2 ゆ六百弐拾三全六 50銭

シンアンシユカン

30910 新安手簡壱～陸 半 1峡6冊
新井白石・安積覚著

写本

※大惣の半紙を使用。上・中・下巻と附録より成

る。

5-18シ2 大惣番号札剥落 ・40銭

ヲンチマンロタ

30911 温知漫録 半1映1冊

写本

※内容は，御当家太閤和談之記（内題下に「風

柳」の朱印） ・渡辺半蔵武辺之記・豊後守秀清

武功之記・遠州横須賀城之記より成る。見返し

及び「御嘗家太閤一一」の第三章最終了にJIl柳
の書込みあり。

5-11オ3 仁コ八拾壱全 10銭

タウセイヤダンギ

30912 嘗世夜談議 前編査～三・後編萱～三

半1峡6冊を2冊に合穣
5-63ロ1 大惣番号札原欠 50銭 写本

チリヅカ・セウ

30907 塵塚抄壱～五

知足道人序

写本

半5冊

文政元序

※大惣の半紙を使用。書名のよみは「ヂンチヤウ

セウ」ともいう。
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※滑稽本。第1冊表紙に「楠正成大石良雄雨人を

そしる書なり⑦」の札あり。また各冊表紙に

「口百八十九番J.「三百九十番」の番号が書

込まれ，大惣以前の本屋印が塗抹されている。

5-61ト2 め五百拾九前三

－め五百弐拾後三 20銭



一随筆写本一

ヨウケ yへンネ yロタ

30913 容軒編年録一～八

山田（正修）忠治著・自序

写本

半 1映8冊

明和3序

※享保17～安永8の記事。尾張に住む山田氏の

「予朝夕記月間行事之書也」（自序）。

5-62ヨ1 口十七 1円

ダ Y カイ

30914 談海ー～廿七 大2峡27冊

写本

※雑史。慶長10～寛文13の記事。

5-11タ1 大惣番号札剥落 1円50銭

30915 拾奏集 半1秩1冊

享和3写

写本南華房書写

汚取手は ~I喜霊話量法廷云」（振孔費号品喜明
元），「無夜食談」（子細坊二蝶序＝明和 2), 

「謡うその皮袋」（也有子述，凌陰亭和タ写＝

明治jより成る。上記書名は本冊の背と墨書

題簸による。更に新しく題策が施され「中富払

問答附武野燭談，虚誕皮袋」とある。

4-25ナ2 め五百八口 20銭

タワウ号ンハクセキモ Yダ7 ・ココンジセイカウ

30916 黄門白石問答・古今時勢考

げ73子2冊を合綴1冊

新井白石間，野宮定基答安永2写（古今時勢考）

写本

※題簸は「黄門白石問答鶴鶏考芸書類」。朱で

「叢」，墨で「仁コ五十六」と記された札あり。

「古今時勢考（正邪探元・化法分排・古書分

耕）」がひとまとまりの書で， その冒頭に「弐

百六十三」の小札がある。

2-03コ11 大惣番号札剥落か 15銭

ゲウソヘy

30917 麹楚篇乾・坤 半 1帳2冊

致仕巨大華源鵬著・自序，神保司鳥）細井徳積）

寛政元自序，文政4写

写本

※大惣の半紙を使用。乾冊の題築には「上彰家麹

楚篇」とあり，その右に「上杉治時品会喜

孝行徳行之書」「啓徳篇末巻ト大同小異」なる

札がある。内容は上杉治憲の事蹟。

5-62キ2 ゆ八百五拾番全弐 10銭
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メイキ y イツJマyセウ

30918 明訓一斑抄乾・坤

徳川粛昭著・自序，松園陳人序

写本

半2冊

嘉永元序

※内題では「班」字を用いている。内容は，仁心

を本とすべき事・著惨を禁ずべき事・諌言を用

ふべき事・刑は刑なきに期すべき事（以上乾），

治に乱を忘るべからざる事・｛弗法を信ずべから

ざる事・夷放を近付べからざる事（以上坤）。

1-84メ3 ゆ八百四拾五全弐 15銭

30919 志要録

写本

半1冊

※大惣の半紙を使用。内容は大別して「異病の沙

汰」「元禄年中の事」等の元禄を中心とした江

戸全般の記事，および「黄石公惇長良一巻」

（享保ごろの内容を有する）より成る。

10-05シ2 め弐百四番全 15銭

クワンサイキプン

30920 環粛紀聞乾・坤 半 1秩2冊

鎌田環粛著

写本

※大惣の半紙を使用。内題は「環粛記聞」。内容

は雑史で「町人脇差を帯する訳の事」など。

10-05カ13 め百五拾壱全弐 20銭

7 ツヤマヲウヒツキ

30921 松山翁筆記査～三 半 11快3冊

七寄松山廃入道著 明治2成

写本

※各冊題蜜は，第1冊が「木之葉衣／春夏秋部」，

第2冊が「木之葉衣／冬土用之部」，第3冊が

「昔男見勢物語／三省噺」。第l冊見返しには

「むかし男見勢物語之内／仙術木之葉衣／春夏

秋部／三組合巻上／金言集」（以上小札）， 「春

夏穐〆三組合巻，冬部土用巻下篇ニ有，外ニ拾

遺三冊雪月花部」（以上打ちつけ書） とある。

また第3冊は見返しに「むかし男見勢物語／養

生知足三省噺／上下全」と記した小札があり，

内題は「養生知足三省噺」。

7-09マ 1 大惣番号札原欠か 25銭

トウゼンヨ ワ

30922 燈前徐話※参照 半2冊

山本格安著



本一

成瀬氏・平井氏・圏内氏等の問答体で記述。

『国書総目録』によれば，佐善雪渓著，堀直詮

編，延享4序。

10-05カ 1

写筆一随

写本

※第1冊を欠く。第2冊巻ノ四～巻ノ六，第3冊

巻ノ七～巻ノ十。ともに題祭最lj落。

10-05ト12 大惣番号札原欠 40銭め百三拾弐全三

ケフガ7ザツキ

交合雑記

15銭

写本

※第11冊の表紙に「仁コ亥第弐番弐編拾冊」の札，

第21冊の表紙に「め弐拾三三編拾冊」の札，ま

た第31冊の表紙iζ 「め弐拾四四編拾冊」の札あ

り。第28冊を欠く。歴史雑記。『国書総目録』

によれば，小花和源五右衛門編。

5-63キ5 ゆ七百全拾※参照

壱～二十七・二十九～四十

半8秩39冊

30929 半3冊

サンセγイウロ

30923 山川友露

写本

※随筆。大惣の半紙を使用。

10ー05ヤ1 め百三拾六全三

査～三

30銭

半 1秩2冊乾・坤

1円20銭

シ7センキ ・ウメガエモノガタリ

拾扇記・梅かえ物語

半 1峡2冊を合綴1冊

30930 

写本

（拾扇記）横井也有著

※俳文集。『鶏衣』からの抄出本。上記書名は題

接による。

（梅がえ物語）宿屋飯盛著

※「こかわくさ」を附す。『梅がえ物語』には文

化7の版本がある。大惣の半紙を使用。

4-24ハ48 れ四百九十五

20銭

半 11快1冊

ガクシヤヒツドク
島宇今ヲ号 メウメウキダン

必読 妙々奇談
ゴ弓ン J ｜す ケモラヌ

周滑平著，門人五覧通・曇元鏡編，富蓋紀杉序

文政8写

め百四拾弐全弐

30925 

10銭

写本

※上記書名は巻頭の内題による。序題と題簸「妙

々奇談」。内容は， 第一回良雄説鵬斎から第七

回姐蝿作歌詩まで。大惣の半紙を使用。

4-20ミ1 め五百七拾弐全
へウジユンセイダクタイへイ

標準清濁太平論10銭 一～四

半1秩4冊

写本

※徳川家の歴史。大惣の半紙を使用。享和を下限

としている。

5-11ヒl

30931 

ヲンヨヤワグサ

30926 温故夜話草

写本

※大惣の半紙を使用。乾冊は「信州杉の坊之説」

以下3話，坤冊は「猫人を害するの説弁猫人臨

蛇を討し説」より成る。

4-47オ6 め百六拾四番全弐争

半 11快2冊乾・坤

35銭ゆ四百弐拾弐

半1秩1冊

享保19序

アキノヨズイヒツ

30932 秋夜随筆

柳瀬方塾著・自序

写本

※表紙に「歌書」と記した小札あり。

4-22シ3 れ百升六

20銭

半1秩3冊

ブウセツココンダン

30927 風説古今談

写本

※大惣の半紙を使用。享保～宝暦の事柄を中心と

した随筆。

10-05フ2

20銭

サンポクシヤウ

30933 三木章

著者未詳

写本

※一～十巻，題簸の書名の用字が1冊ずつ異なる

が，上記の書名は第1冊題蜜による。浜田啓介

大1秩10冊一～十

-101ー

クワンエンキ fl..ン

30924 寛延奇談

著者未詳

写本

※原題簸剥落の上に大惣の題築を貼る。巻ノー～

巻ノ五より成り，寛保3～延享4の事件等をあ

つめている。

10-05カ12

30銭

半 1帳3冊
カコクジ 7

30928 下谷集

写本

※内容は儒学的立場に基づいた治政論・教訓等を

め百三拾三全三



本写筆一随

「『三木章』とは何か」（『論集日本文学・日本

語』 4）参照。内容は「小説」。

4-41ア49 め五百三番全拾 前編上・下・後編上・下

半 1峡4冊

小野姓尾見正数著・自践，玉カミ軒三近序，柳巷雪涜

序

享保4序（三近）

写本

※大惣の半紙を使用。序に日く， 「からのやまと

の君子名将或は名臣或は俣好不肖の人の言と行

ひとを集めしるされ侍る」。

10-05ア 1 め百拾壱番前編弐冊

－め百拾弐番後編弐冊 35銭

20銭め百七拾七全弐4-22フ2

同5序（雪涜）， 文政6写

安富思考30939 75銭

半 11快3冊

安永4践

30934 春湊浪語査～三

備前国土肥経平著，宇治江の散人践

写本

※国史・文事に関する雑録。書名，正しくは「春

湊浪話Jか。

5-19シ1

－践，

40銭

一～五半1秩5冊

元文5写，慶応3写

め百三拾四番

プヤ V ヨクダン

武野燭談30935 

半 l帳 1冊

享和元成

ヤマムロニツキ

30940 山室日記

松蔭大人（植松有信）著

写本

※見返しの墨書記事によれば，本居宣長葬送の様

子を七日間こもって記したものである。長歌短

寄として追悼歌を含む。大惣の半紙を使用。

4-20ヤ1 め三百六拾九全 5銭

写本

※逸名序あり。序の末尾に「本藤」・「富求古堂

記」の印がある。上記書名は第2～5冊の題祭

及び内題による。序題及び第1冊題寮では「改

正武野談」で，第2～5冊の題簸も「改正武野

談」の上から「武野燭談」と貼付。第5冊末了

に書写者の奥書があるが，書写者名（「久米」

某か）を塗抹。

5-11フ4

著者未詳

写本

※木曽・長良・揖斐川の輪中の出水騒動の記録

（入水一一）と小田村武七ら数万人による打ち

こわしの記録（甲州一一）。

5-19ニ2 め四百七拾八全

g~百 ニ7スイサウドウキ ・カフシウサウドウキ

面編入水騒動記・甲州騒動記

冊

）

峡

甲
半
）
成

初

7
u同天保6成（入水），

30941 

50銭

半2秩12冊

天和4序

大惣番号札剥落

一～十弐

コンイヌチヨモンジ 7

30936 古今犬著聞集

椋梨ー雪著・自序

写本

※各冊巻頭に目録あり。

4-47コ2 75銭

ラウジンザツワ

30937 老人雑話上・下（坤） ；半 11快2冊

江村専斎述，伊藤宗恕記，槍洲・鎗例序

正徳3序・成

大惣番号札剥落

5銭

テンメイシチヒツジ
天明 ウヱザキクハチラウシヨジヤウ

七未 植崎九八郎書上

半 1冊

天明 7成

30942 

植崎九八郎著

写本

※著者は奥書によれば「小普請組永井監物支配」。

白川侯にあてた上申書。大惣の半紙を使用。

2-42ウ2 め三百六拾回全 5銭

写本

※上記書名は題築などによる。序題・上冊内題は

「専酉雑話」。大惣の半紙を使用。戦国期の記

録。序に「老人の孫靖坂口玄益是を繕写すJと

ある。

5-10ロ2 15銭め百五拾五番全弐G

半 11快2冊

天明2写

文照聞書30938 

ムロナホキヨテイジヤウシヨ・ プモ yヤ 7 トダイジヨウ

室直清呈上書・武門大和大乗

半1冊

（武門一一）山下贋室新助（鳩巣）著，

30943 

（室一一）

写本

※俳譜などに関する聞書。 67条。末尾に「筆者久

昭」とあるのは書写者か。
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本一

集Jレニ其国々ノ山林丘陵草木鳥獣ノ奇異珍怪成

ヲ物語スルヲ聞覚書記シ」。

5-18ユ1 大惣番号札剥落

写筆一随

享保6奥書内長亮著

写本

※政治書。 10銭

ヘイケカンモンロタ・タウダウエウセウ

平家勘文録・嘗道要抄

半 1帳1冊

10銭め三百六拾三全2-42ム 1

30949 

著者未詳

写本

※前者は別題「平家相伝三大綱」。

8-60へ1 め四百六拾壱全

半1峡 1冊

文政3写

オホポジズイヒツ

30944 大星随筆

著者未詳

写本加藤粛敬子写

※前半余白部に著しい書込みがある。

10-05オ6 め弐百弐拾萱 10銭

チンセツミミゼセ リ ・ キ ク ヅ

30950 珍説耳ぜ〉り・木屑

（珍説）著者未詳

写本

※表紙右上スミに「ス」の札が貼られている。珍

話 6種をおさめる。 30945参照。

（木屑）小出孝承著・自序，富田惟式践 <1759)

宝暦9序・践

半 1冊

15銭

冊

書
1
）
奥

ふ
炉
問
、
岬
凶

Fhu

ム
川
”
し
附
日
噌

i

1
q禄

半

元

オカシモノガタり

30945 おかし物語

飛笑子著

写本

※大惣の半紙を使用。内容は「珍説耳ぜせり」

「竿川誹譜物語J（露山軒稲舟著）より成り，

いずれも滑稽本。上記奥書は「竿川一一」のも

の。 30950参照。

4-47オ1 写本

※儒者の随筆。

10-05チ 2

10銭め三百五拾五完

10銭め弐百三拾四番全寺院虞記

半 1朕 1冊

スイゲツエンズイヒツ

30951 酔月園随筆

森嘉基著

写本

※歌学。大惣の半紙を使用。

4-22ス1 め弐百八番全

30946 

白笑述・自序，花秦具庵序

写本

※戯作。絵入り。 2冊を表紙ごと合綴している。

4-25シl め五百三拾八全弐＠ 10銭

乾・坤

半 1帳2冊を合綴1冊

安永8自序

15銭

セイザンヰタ

30952 西山遺事査～参 半 1r快3冊

三木之幹・宮田清貞・牧野和高編，大神童遠践

元禄14成，宝永7肢

テウモンダウシヤウクギ ・ タワンシヨシヤウ

①朝聞道章口義・②関 .E!fE章・
ケイサイセンセイキゼンシヤウヒツキ ・ ガクグ

③綱斎先生晴然章筆記.＜！＇学而

30947 

15銭

オキナグサ

30953 翁草

神沢貞幹著

写本

※『国書総目録』 iζ安永5序とある。目録題は

「其鯛翁草」。 30117参照。

10-05オ2 め百弐拾四全五

半 1峡 5冊

天明4写

写本

※西山公水戸光聞の事蹟を記す。

5-62セ2 ゆ八百三拾六

査～五

篇F豊和章筆記.＠郷黛篇立不中

半 1冊

①尚斎著，享保6奥書 ②著者未詳 ①元禄16奥書

④三宅重固記，享保守器芦 ⑤尚斎著，元文3奥書

＠布施瑳重次践，享保6践

いずれも写本

1-69チ 6

ダウミヤクヅセツ

門説・⑥道脈園説

10銭め三百六拾六番

15銭

冊
）
成

2
日

4

半

α延寛

上・下

ワガミ ノウヘ

30954 我身の上

楚江散人著

写本
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半1映1冊

宝暦4肢

イウケンセウロク

30948 輸軒小録

伊藤長胤著・自序，平安平敬道校・践

写本

※序に日く「予幼ニ而先子ニ侍リ四方ノ士ノ来リ



半 1峡 1冊

文化4序

本一

ドクザキ Y キ

30960 濁坐謹記

無名氏（朝比奈如有子）著・自序

写本

※海防。表紙に「漂」と記した札あり。

5-88ト1 め九百弐拾七全

写筆ー随

※「本の巻j「末の巻」より成る。上冊表紙に

「教」（朱） と書かれた小札。本文に頭注を施

している。教訓i的随筆。

10-05ワ1 仁ゴ拾六全弐θ 15銭

30961 

橘亭序

写本

※漂流記（ロシアの風俗などを記す）。「松平和泉

守様江差出候慮御付札」， 「漂民御覧之記」（寛

政 5，考案などを付す）から成る。見返しに

「神昌丸夷国聞噂書」と書込み。

5-89シ2 め九百三拾三番全

15銭

半1峡1冊神昌記

冊
）
成

2
m
7
 

半

α明天

タマタシゲ

30955 玉くしけ

本居宣長著

写本

※大惣の半紙を使用。題簸には角書iζ 「秘本」，

題名下に「本居著」と書込まれている。

2-42タ 4 ゆ八百五拾回全弐0

乾・坤

10銭

半 1帳 1冊
タイへイサタ

30956 太平策

但保先生著

写本

※政治。

15銭

サピ ・ トウゴタヂンミチノキ

①をしまのすさひ・②東園陣道記30962 5銭ゆ八百八拾番全2-42タ2

ミヤコノッ ト ・ トウクワンキ・

．③都の土産・④東関記・⑤石清

ミヅシヤヒヤタシユ γギウタ・ ;;t Jマタ 7 ノ キ

水社百首続歌・⑥ぬば玉の記

半 1峡 1冊

半 1r快l冊

享保13成

文明 2成

安永8序

写本

※題簸には①⑤⑤の書名のみ記す。

①二条摂政良基著

※30810「小島のすさひ」（版本）参照。

②細川玄旨法印（幽斎）著

※歌をまじえての紀行文。

③筑紫宗久著

※内題下に「抜書」と記す。 2丁のみ。

④津庵和尚書

⑤永享10年 8月15日成

＠無腸（上田秋成）著・自序

※物語論

30957 

園基香著

写本
※表紙を補強。『国書総目録』には「園大納言藤

基香卿記」の書名で載り，更に異なる書名の異

本も存する。

5-04ソl

テンソウ
J蜜 ソノダイナゴンドノニツキ

桑園大納言殿日記

15銭ゆ九百七拾八番

ザト ミプゲンチヤウ・ジフキウザツロタ・

里見分限帳・拾旧雑録・
ケイコウプゲンチヤウ

敬公分限帳

30958 

半 1映 1冊

享保16写

写本

※「拾旧雑録」は難助堂書。歴史雑録，旧蔵者の

印あり。原体裁3冊を合綴か。

5-65サ 1 ゆ九百九拾弐番

サンゴタツウラン

30959 三園通覧 半 lr快1冊

林子平著・「題初」（天明 5），桂川甫周園瑞序（同 6),

須原屋市兵衛践（同 6)

写本

※巻頭内題は「三園通覧図説」。朱筆による訂正

あり。図入り。践者須原屋は「東都書林（室町

三丁目）」。版本からの写本か。

5-81サ2 め九百六番全

10銭

冊

書

下

2
）
奥

秩
則
元

上

1
q和

半

天

ゆ九百九拾七全

ゴミヅノヲヰン
後水 タウジネンヂユウギヤウジ

尾院当時年中行事

5 -'-85オ2

30963 

30銭

30銭

近衛基線奥書

写本

※大惣半紙を使用。上冊に書込みあり。下冊末に

「禁裏御殿簿」を付す。

5-17ト4 め四百四拾三全弐
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本一

物有」，題簸左の余白iζ 「関東御領国井諸家分

限帳」との書入れあり。上記二書名は墨書題簸

に記されているが，他家の分限帳多数をおさめ

ており，それらを指じている。

5-65フ5 ゆ九百九拾壱全

写筆

ウサモンダ7

30970 宇佐問答

写本

※見返しに大惣の題簸用紙が貼られ，「宇佐八幡

宮神託に模して政事議論せし書なり」と墨書し

である。

1-81ウ1

20銭

7キアゲヒシヨ・トウハウチンワ

30964 吹上秘書・東方珍話 半1朕1冊

桂川甫周囲著 ともに寛政5成

写本

※「吹上部書」は，内題「漂民御宅炉」。「東方

珍話」＇rs）「吹上部書付録」で享和2書写，さら

に文化12「恒久」書写。

5-89フ 1 め九百四拾番全

一随

半2冊

10銭ゆ八百五拾弐全弐

上・下10銭

半 1峡2冊

セイタッチヨタゲンキ

30965 正賞直言記

松本鹿々編輯

写本

※仏教を非難した書。

1-20セ2 め四百四拾四番全弐

上・下

白河夜話・白川侯御心得書・
7 7 ムノコト

あふむのことの葉

半3冊を合綴1冊

松平定信著

写本

※3冊別々に写されて合綴された本。題簸「白河

夜話弁雪之捜ことの葉」。「白河夜話」は別宅1h~
窓凶話」。白川侯御心得書の末尾に「寛政四年

子の冬書写之」とある。

1-84シ6

ゴジリヤタ

30966 五事墨上・下

荒井源君美（白石）著

写本

※本朝宝貨適用事略・琉球国事略・外国通信事略

・高野山事略・殊競事略（上・下）より成る。

5-19コ1 と三百七拾三全弐 25銭

30971 

15銭

大 1峡2冊

ケダモノギリジツキ

30972 獣狩実記

著者未詳

写本

※内題は「東国宅謀罪記」とある。書写年は本文

の内容から宝暦6以後と推定される。朱線の有

罫半紙を用いる。奥州岩峯山の怪獣語。逸名序

あり。

10銭仁コ九拾弐全

ラウヤワ

30967 古老夜話

著者未詳

写本

※第3冊までが上之ー～上之三，第4冊以下が下

之一～下之三。武家の逸話集。

5-63コ3 め七拾四番全六

半 1秩6冊査～六

半 1峡2冊上・下
40銭

，、タセキセンセイ

白石 コシツウ

先生 古史通

20銭仁コ五拾二8-71シ2

冊

例
3
）
凡

秩
川
6

1
q徳

半

正

参畠
旦30968 

源君美著

写本

※史論。上記書名は各冊題築による。内題には角

書がない。

シンジユプツケツネノアナ・ ガフザツロク

神儒イ弗けつねの穴・楽府雑録－
J、イイウカウ

俳優考 半 l冊

（神儒一一）飲亭程好著・自序71) （楽府一一）唐段

安節著，山田正修忠治写（宝暦11) （俳優一一）

新井君美（白石）著

写本

30973 

50銭仁ゴ拾九全三

福島正則家中知行附・
ノヨリトモプゲンチヤウ

源頼朝分限帳

写本

5-05コ9

30969 

25銭め弐百三拾五番1-84シ9

半 1峡1冊

※表紙に「御嘗代諸家分限帳」と記された小札あ

り。第1了裏に朱筆で，福島正則，忠勝の生涯

の略記あり。見返しに「外ニ諸家之分限帳九冊
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一随筆写本一

付
録

バ
義日忠

位
以

日中亦

本

4

写

大l帳 1冊

※赤穂、浪士の敵討の記録。上記書名は題策による

内題は「忠義録」。

5-61セ 4 大惣番号札剥落 15銭

30975 阿 部仲 麿入唐記上・下

半 1秩2冊

誓誉著，道阿序

写本

※宝都7~. 品；~~fljの版本（ 4 巻4冊）からの写
しと思われる。内題では「阿部」を「安部野」

又は「安部」と表記している。

4-41サ 1 め四百四拾七全弐 15銭

チユウゴタシャチノウロコ

30問中国魚虎鱗 大1問）冊
釈阿法上人・南花坊ほか著，滅｛曽斎序（安永 7), 

南花坊序（明品T 巻二以下の序は※参照 <1777

安永6成

写本

※巻ーに「南花坊撰」と記す。巻二に暗黒許太良

の序が，第三に寄多都呂作の序（明和 9）が，

巻四には「車責軒薬鐘甫書千七編舎下」と記し

た序（安心jが，それぞれある。巻五末に

永6の「作者稗阿法上人」の記事がある。「竺

魯偏」ほか7話を輯めた本。大惣の用紙を使用。

4-25チ 3 め五百八拾五番全 15銭

ザツワムギワラプエ

30977 雑話麦藁笛一～三

浪筆書林松翠軒是楽著・自序

写本

※大惣の半紙を使用。序に「世上に所謂珍事を書

集めて」という。

4-47サ 2 め五百弐拾四全三 20銭

半 1秩 3冊

ゼツギモノガ タ リ ・ カナフサウドウノフウプン

30978・ 貢物かたり・加納騒動之風間

半1朕2冊を合警siotm
文政13写

写本 ともに大惣の半紙を使用 (1757) 

※（貢一一）馬場文耕菱・自序（宝暦 7），佐々

木喜右衛門写（宝暦己）。別包－「森岡貢物語」。

（加納一一）翠濡舎写（宝暦6）。加納安藤対

馬守の家中騒動記。

4-41シ23 め四百八拾萱 10銭

クワイダンジツロク

怪談実録 大1映1冊30979 

著者未詳

写本

※大惣の用紙を使用。「遠山七左衛門江嶋参詣

奇怪之妻」ほか10話より成る。

4-47カ 7 仁コ拾九全 10銭

オカゲ....＊リナニハパナシ
細長去 シンパウキタン

30980 難説話 辛 卯 奇 謹 上 ・ 下

半11快2冊

明和8成

写本

※文長自以降写。大惣の半紙を使用。「文政十三

庚寅歳。員香これを写す。」以下3丁分の奥書

あり。

1-04シ6 大惣番号札剥落 15銭

キリシタンシユウモンキ

30981 切支丹宗門記萱～三半1朕3冊

写本

※表紙右上に「口八十五」の貼札。上記書名は各

冊題策による。内題は第1冊が「耶蒜宗門来朝

根元由緒J，第2・3冊が「耶燕宗門来朝根元

記」。

1-07キ1 大惣番号札剥落 15銭

カ ツ ゴ ラ ウ サ イ セ イ キ

30982 勝五良再生記

平田篤胤著

写本

半 1秩1冊

文政6奥書，天保13写

※奥書に，天保14~：富樫倭はれを借り得て写す
由しるす。最終了ウラに「秋田御家御儒者平田

篤胤，平田大学殿」ほか2名の名前を記す。大

惣の半紙を使用。

8-86カ2 め四百六拾三番 10銭

シユシヤウサンロク

30983 古主稽讃録

松田信正著，松浦昌清序

写本

※巻末の「林書尾州名古屋本町三丁目 伊勢屋

半l冊

安永3序・成

忠兵衛」の印を墨で塗抹。

10-05コ3 め四百五拾番 10銭
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一随筆写本一

カナ
i回ゾタフザウインイツデン

30984 若績扶桑隠逸伝上・中・下

半 1峡3冊

嘉永6序釈義堂著，要粛訳，玉晃画

写本

※大惣の半紙を使用。見返し内題には「胡月堂蔵

本」と記す。書き下し文。絵入り。逸名序あり。

5-61ツ1 め四百三拾壱全三 20銭

キウサウセウセツ

30985 鳩巣小説ー～五

室鳩巣著
写本

※大惣の半紙を使用。第4冊末lζ和歌一首を附す。

記事内容は寛文～正徳の随筆。

半 1帳 5冊

5-63キ2 め八拾四番全五色 30銭

7ヂノマル

30986 藤の丸松乾・松坤

写本

※江戸の事件記録。

4-41シ20 め五百四拾全弐 15銭

半 1峡2冊

ヨコレンポ 7 ＇／パガミ

30987 横恋慕松葉紙乾・坤 半 12秩冊

写本

※表紙lζ 「全弐冊」と記した札あり。実録。

4-41シ24 め口百四拾三全弐 20銭

マツカゲノユツキ

30988 松影の日記萱～八 半 1峡8冊

正親町町子（柳沢吉保側室）著

写本

※元ネ~6~0みら宝ぷ私記事を付す。上記書名は題
策によるが，春夏秋冬各部の内題には角書「四

季種」あり。

5-62マ1 大惣番号札剥落 45銭

回
目録カ

衡
竹
権

プ武
山
神
著高

9

郡

mm

下

初

松

半1J扶4冊

写本

※『国書総目録』によれば，成立は享和元。神道

書。

1-03シ31 め四百弐拾三番全四冊θ 20銭

ヂグチ
も時T イ ロ ノ 7キヨセ

30990 5以ロの吹寄

写本

半 1峡 1冊

※上記書名は題策による。内題は「侶口乱題」。

地口の書寄せ。点印が施され，また解説を朱記。

4-25シ2 め五百九拾番 10銭

ソロ 7 ノポリプネ

30991 そろま登り舷

写本

※内容，(7「手り舟J~と続き， 「曽呂真声色需品J
（安永3，右楽），「東都両国八景」（天明元，

笑楽斎），「じごくめぐり」，「増補地こくめくりJ
（笑楽斎）， 「川ゆさん」（寛政4' 笑楽斎）を

附す。

4-25ソ3 め五百九拾四全 15銭

半 1峡 1冊

コジキデY

30992 乞児奇停 半 11快1冊

西国順穂（亀毒）著・自序，檀那山人画・序，断峯

山人序，八坊主・八壷・駄々良大八・八九舛・八ミ

八警ぶまちぼうす号18紛 (1834) 

天保3序（西国），同4序（断峯），同5序（檀那）

写本

※阿薫以下8人の乞食の伝。画入り。「水野正信

圏書之記」印あり。

4-25コ4 め五百四拾九全 10銭

ワウギザツロタ

30993 黄誉雑録 半 1秩1冊

堀貞高・貞儀著

写本

※雑事件書留。よみ方は，小口に「ヲウキ雑録」

とあり，『国書総目録』には「乙うぎざつろく」

として出る。また題策わきに「黄昏雑録（ヒノ

クレザ、ウロク）ナノレベシ」と記した札あり。

4-47コ14 め弐百拾三全 20銭

トウサイズイヒツ・ケンモンヒロク

30994 東費随筆・見聞秘録

半2冊を合綴1冊
一条兼良著（東湾随筆） 享保3写

写本

※説話を含む講義ノート。

10-05ト11 め弐百三拾弐番 15銭

ネザメノスザピ

30995 ねさめのすさひ巻上・下（乾・坤）

半 1峡2冊
石川雅望者

写本

※大惣の半紙を使用。

ワ
s

n
U
 



4.-69ネ1 め百六拾六全弐 50銭

一随筆写本一

30996 阿刈霞 半 1朕 1冊

上田秋成・本居宣長著

写本

※題貨は墨書で「阿刈霞錯欝全」。「上田秋成論

難問鉾」と「鉛狂人上田秋成評同排」から成る。

前者は16条から成り，最後の条には「天明七年

正月宣長」とある。

4-63カ 1 め弐百弐拾弐 25銭

璃寛 タピピキヲカ~ナシ・

30997 芝翫 首引岡芝噺・
ムカ，，，，ンr'I'/

むかし fゾノオホヨセ

しんぱん謎大集

半他4冊と合1朕2冊を合綴1冊

（岡芝噺）大坂玉置清七（心斎橋塩町角）

※20了。 I丁目内題左に「ぢゃんぶりこの段・鳥

毛事豊竹鳥羽太夫」，右に「勝声並・断五行

．双床本」。

（謎大集）写本

※見返し下に大惣印。 15丁は謎， 2丁は謎唱。

4ー28マ29 め五百八拾壱全 10銭

キユウエキチンワ

30998 宮騨弥話上・中・下

半 1峡3冊を合穣1冊

熱田遊客穐里山人著・自序，金群散人践 (1777)

安永6序・践

写本

※序文に云「時ハ安永丁酉夏四月張海の浪に浮名

を流せし宗兵衛尾上が事実を記して」。各冊表

表紙のみを綴じ込んでいる。表紙に「O百九十

武」「全三」の札あり。

4-25キ1 め五百弐拾九 20銭

アゴオトセ

30999 按古於嘗世一～三・四五

半 11快4冊

南華房著・自序 文化4序

写本
※巻ー「理屈篇J, 巻二「頓作篇」， 巻三「間違

篇」，巻四「食相篇」，巻五「行過篇」と題策に

書込まれている。目録によれば巻六「下掛篇」

があったはずだが欠。

8-67ア1 大惣番号札剥落 35銭

ドタゴ

31000 濁語

大宰調右衛門著・自序

写本

冊
）
写

1
M
3
 

半

α暦宝

※本文末に「此書ハ（中略）大宰蒲右衛門号春蓋書

置シ書ニシテ春蓋没後ニ至テ門人是ヲ看ト云

云」とある。表紙右上に「仁コ四番」の小札あ

り。見返しに「壱番」と記されている。

10-05ト6 め弐百九番全 10銭

ソデノユキ

31001 袖の雪

天野信景著

写本

半 1~1h!ffi
正徳5成

※題簸「袖の雪JIと「東国紀行」と書込みあり。

詩歌をまじえた紀行文。「内宮園定例」「青龍山

瑞泉禅寺記」「東山院御即位日記之内抜書」な

どを含む。

5-85ソ2 ゆ九百八拾三番 15銭

ベイパタへヲリ キ

31002 米麦表裏記 半 1需品伊
天明2写

写本

※間違天神記（太井菩薩出生の事） ・妖怪評判記

・嘗世倹物五十物語・源問雪答記より成る。

4-25へ1 め五百六拾三 20銭

内
附

け者
ャ
や

本

3

写

半 1峡 1冊

※明和から安永の役者評判記。内題「張府永楽記」。

8-66ヤ 1

表紙改装により大惣番号不明 15銭

オト νJマナシ
おとしチンサタ 7 7 ムセキ

31004 はなし珍作あふむ石乾・坤

知足一筆楽梅鷺著・自序

写本

半 1需品F
明和6序

※上記書名は題簸による。内題「珍作鶏鵡石」。

大惣の半紙を使用。

8-67チ 1 め五百四拾回全弐 15銭

カンサウジゴ

31005 閑窓自語

正二位藤原朝臣（柳原）紀光著

写本

冊
）
成

秩
α同

半
）

5ω釦
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本一

（程式穀・許菅臣識）あり。題策に「五大洲之

書」という書込みあり。内容は世界地誌。

5-80シl め八百七拾六全二 15銭

写筆一随

※公卿・禁中の故事を中心とした随筆。

5-63カ 1 め弐百弐拾四 20銭

コクテウキウシヤウロタ

31012 園朝奮章録

写本

※室鳩巣・太宰純・新井白石らの言説を集めた本。

2-03コ5 ゆ八百弐拾五全五 25銭

半 5冊五

半 1秩1冊

ズイヒツ？ガキグサ

31006 随筆能草

写本

※大惣の半紙を使用。朱で訂正が施されている。

内容は長輔の歌・文など。

10-05マ 1 め弐百三拾七全＠

半 11扶1冊

ナガサキザツワ

31013 長崎雑話

写本

※長崎地誌。

5-83ナ1

20銭

フタスケユメモノガタリ・ ナ ゴヤグサ・

福助夢物語・名古屋州・31007 

たびの夢

ピヤウ 7 チタヅネキ

31014 尾陽町尋記

写本

※下冊見返しに「源戴公様御代寛延三庚午年名古

屋中町人由緒御尋ニ付町中書上之写」の札あり。

下冊裏見返しに「若此鳴戸江参り候共早速御

戻し可有之候以上／天明二年寅正月吉辰求之福

井町住人」とある。

5 -:-65ヒ2

20銭

半1帳2冊

大惣番号札剥落

上・下

半 1峡1冊

南華坊著

写本

※（福助宅認手）文化2自序。絵入り。（宅吉屋
由

胸中）寛政8自序。 （たびの夢） 内題は「御影詰
ゆめ (1771) 

客夢」と表記。明和8抜田土佐序，周年奥書。

4-25フ6 め五百七拾壱全 20銭

（本編）全・附録巻之ー～三

大 1峡4冊

天明元序

園本論31008 

イネミグサ

31015 いねみ草

尾張源常栄著

写本

※大惣印の他に「書林伊勢屋忠兵衛」の印があ

る。題寮に「はいかゐ問答」と刷られている。

4-24イ 3 弐百八十二 10銭

35銭

半 11快1冊

ゆ六百五拾六全弐白川世子源定信著・自序

写本

※政治。

20銭

半 1秩1冊

や三百五拾四／四2-42コ3

テイヂヤウザツキ

31016 貞丈雑記

伊勢平蔵貞丈著

写本

※朱の書込みあり。著者名第1冊その他数冊では

「貞文」に誤っている。『国書総目録』による

と成立は，宝暦13以後で，天保15版その他の版

本が存する。絵入り。

5-17テ 1 大惣番号札剥落

大2帳16冊第一～第十六

15銭

半1峡2冊

寛政7践

キヤウカヒガメキキ

31009 狂歌僻目利

写本

※上記書名は題叢による。第1了に「私撰僻目利

議」とあり，また目録題は「時代混雑」。狂歌

の抄録書。

4-25キ10 大惣番号札剥落

チヤウジユヤウジヤウロン

31010 長寿養生論上・下

松本鹿々（多国宣綿）著・自肢，

写本

2円50銭

大2冊

25銭

31017 

写本

※神祇に関する記事が中心。

10-05テ3 乙三百六拾三全三

-109-

上・下

ズイヒツ
応右 テr（コノソコ

峯手箱底

15銭

シヨクハウガイキ

31011 職方外記上・下 半 1朕2冊

支儒略「増課」・自序，進賢熊士践，葉向高序，李

之藻序，楊廷笥「嚢記」・序

写本

※大惣の半紙を使用。序の後に「職方外紀小言」

大惣番号札剥落θ1-20チ 1



ホウレキザツロク

31024 資暦雑録

寓楽居士著・自序

写本

※巻頭の「惣目録」に拠れば初篇は巻第二十五ま

であるが，本書は巻之第五までを収める。「惣

目録」末尾に大坂の書韓松翠軒是楽の名を記す。

4-41シ22 め弐百弐拾三全 30銭

ホジニツキ

31018 星日記

写本

※歴史・地理に関する雑然とした書きとめ。末尾

の記事は享保10。

10-05ホ2

半 1峡1冊

本一写筆一随

半 1帳 7冊一～七

2円50銭大惣番号札剥落

ホウサニツキ

31025 蓬左日記

写本

※名古屋の歴史・地誌。坤冊見返bぷ）「延享元年

の比之事たる書より見へ候，安政二年卯年迄百

十二年ニ成」と書かれた札あり。

5-83ホ4 ゆ六百五拾壱

半1帳2冊乾・坤

ケン Z ンダシヨ

31019 譲園談鈴

但保物茂卿著

写本

※本文上部に書込みあり。第3冊末に書写の年時

を記す。儒学。但僚に偽託された書か。

1-69ケ9 乙三百六拾弐全三

冊
）
写

3
m
6
 

大

α暦宝

萱～参

50銭

キヤウアンキカウ

31021 杏奄紀行

杏番正意著

写本一柳巷随鴎写

※大惣の半紙を使用。上冊に「東行日録」（寛永

7），下冊に「帰尾紀行」（寛永12）・「中山日

録」（寛永13）を収録。

5-85キ5 ゆ九百六拾七全二

50銭

大1秩10冊
モミヰニツキ

31026 籾井日記

伊丹政信等著

写本

※雑史。内題「籾井家日記」。著者は『国書総目

録』による。

5-10モ 1

一～十

半5冊

1円

と札あり。『国書総目

大惣番号札剥落

一～五

ソタタンヒツキ

31020 息心筆記

写本

※第1冊表紙lζ 「弐百五J
録』によれば趨養著。

1~84ソ 2

カセイダン

31027 可成談 仁・義・礼・智・信

荻生但棟著，平維章校

♂写本

※随筆。見返しに「此写本は板行本に外に維章の

考按を書加へ増補せし本也」と記されている。

別名「南留別志」。 30041・30069参照。

10ー05カ 5 ぬ九拾番

2円

半1帳 5冊

大惣番号札剥落
半 1峡2冊

天保5写

上・下

トウカイズイヒ γ

31022 東海随筆

著者未詳

写本

※儒学に関する記事多し。第1冊表紙l乙「仁コ百

十九」の札あり。

1-69ト3

40銭

31028 古往要集

写本

※伝記小話を集成したもの。上記書名は題策によ

る。巻一目録題は「故往要集」，第一巻頭及び

巻二・巻三の目録・巻頭内題は「故往集」。第

1冊の表紙題簸横に「古」と墨書した小札が貼

られている。

5-63コ2 こ三百五拾三全拾冊当時三冊

50銭

大1帳3冊ーーーーー・，、、，，ー~・

一

半3冊害～表
...=... ~ 

30銭

雲史伊勢紀行・本居封話・
ヅマノカンシヨ・ウチデノハマノキ

吾妻の閑書・打出の演の記

半 1峡4冊を合綴 1冊

め百弐拾七全三

31023 

50銭

、ニツゲンカウロク

31029 土津言行録

横田俊益著・自践

写本

※上下二巻より成る。各巻頭内題は「土津霊神言

冊
）
骸

1
側
間

秩
叶
年

1
則
和

大

α天
天

享

は

延
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30銭

写本

※背に「紀行集」とある。「雲史伊勢紀行」

明8序。「打出のi賓の記」は烏丸光栄著，

3成。

ゆ九百九拾五番5-85キ2



一随筆写本，蝦夷漂流記一

行録」。

5-63ハ2 き百六拾三全壱 15銭

リウェイフヂヨデン

31030 柳営婦女停 半 1秩6冊士三＝ ....L 
’巴～／＼

写本

※上記書名は各冊題策による。各冊内題は「柳営

婦女惇系」。『国書総目録』によれば，著者は菊

池弥問。

5-61リl ゆ四百七番全六 50銭

ザタポタヒツキ

31031 昨木筆記

庇（源）正視著・自序

写本

半 1峡1冊

寛政12序・奥書，享和元写

※故事・文芸に関する随筆。

5-18サ 2 め弐百弐拾番 15銭

蝦夷漂流記

エゾニツシ

31032 蝦夷日誌 大l秩13冊※参照

松浦竹四郎著

多気志棲蔵板 <186 ) 

※内容は「東蝦夷日誌初編」（文久3凡例，龍之

ー照殿），「東蝦夷日誌武編」（文久3凡例，範

正政）， 「西蝦夷日誌或編J（文久3凡例），「西

蝦夷日誌三編」（自駿， 文久4凡例）， 「北蝦夷

儀誌」（万延元自践，安政7凡例），「天理日誌J
（万延2凡例，文久2謙議践），「久摺日誌」

（文久元穂積重胤践，万延元凡例）「夕張日誌」

（黒河春村政，万延元凡例），「後方羊蹄日誌」

（安政6凡例，大沼枕山殿），「納紗布日誌」

（万延元凡例， 正志安践）， 「十勝目誌」（文久

元蒋湾蝦侶践，万延元凡例），「石狩日誌」（万延

元北総驚湖木雄践，周年凡例），「知床日誌」

（文久3松岡豊田亮践，万延元凡例）。峡およ

び西蝦夷日誌二編の践文などには書名「蝦夷日

誌」とする。見返しに「東西蝦夷山川／地理取

調紀行」とある。絵入り，一部多色刷。

5-85エ2 大惣番号不明 1円20銭

カラフトユツキ

31033 唐太日記上・下 半1秩2冊

鈴木重尚著・自序，松浦竹四郎注・図・序，橋本玉

蘭翁画 安政7刊

江戸播磨屋勝五郎（日本橋通北十軒店）・文

苑閣蔵板

※下巻巻末に「四書略解Jの広告あり。絵入り。

「水野正信図書之記」印あり。内題「夏唐太田

記Jとも。

5-85カ6 大惣番号札原欠か 25銭

エゾサウ V

31034 蝦娯草紙 半 1峡2冊上・下

最上徳内常矩著

写本

※上冊巻頭に凡例及び上・下巻の目次があり，そ

の末に「何某誌」とある。下冊末尾に「寛政十

一年己未蝦摸開闘被仰付候御書附の写」を付

す。文中朱字で訂正あり。上冊右占ぷミに「漂」

の札。『国書総目録』によれば寛政2刊。

5-83エ5 め八百七拾四全弐 30銭

エゾシ ・シユガウジリヤタ

31035 蝦夷志・殊号事略 半 1峡 l冊

享保5序新井白石著・自序

写本

※「蝦夷志」末尾に「東瀞雑記」 2了， 「殊号事

略」の末尾に「足利家遣蕃国印文」をそれぞれ

付す。「東瀞雑記J7＇~抄録と思われる。「殊号事
略」末尾に「正徳六年四月白石翁ノ筆記也」と

恰？なお『国書総自宅~44f"i本竜~~立年を正
徳6とする。奥書に延享元？文政2の記事。

5-83エ3 め九百拾弐番 10銭

エゾシフヰ

31036 蝦夷拾遺 半 1峡 1冊

本多利明著， 佐藤玄六郎行信序（天明 6?i'788Jii致明

「附言」（周年，朱）<is豪政教「附言J（同 8），水野

正信「私附言」（安政3，見返しに朱で）

写本

※絵入り。大惣の半紙を使用。

5-83エ4 め九百拾三全 30銭

コタエゲ

31037 魯西亜園一見・魯西亜園会解

著者未詳

写本

半 21快2冊
「一見」寛会17~4乞「会解」昨年

※「一見Jの内容は「魯西亜国一見」「漂民御覧

の記」「魯西亜ヨリ日本江交易ノ願云々」。「会

解」の表紙の打ちつけ書の題名の下に「下」と
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記されている。

一蝦夷漂流記，故事一

5~89 ロ 1 (A・B)

表紙改装により大惣番号不明 15銭

'./ 7 './ 

31038 魯西亜志

桂川園瑞（甫周）訳

写本

半1秩1冊

寛政5成

※大野屋惣八のあらい粉とかみそめ油の整版によ

る広告あり。表紙に「漂」の札。寛政辛丑と記

されているが，実丑（寛政5）を誤ったか。内

題に「ヲロシヤシ」と振仮名があるが，後人の

書込みか。

5-88ロ2 め九百七番 15銭

キp './ ！！－ ンライテウキ

31039 切支丹来朝記

著者未詳

写本

半1恥ifffi
宝暦11写

※本文は上・下2部に分かれ，更に「切死丹来朝

記追加」あり。下巻末の内題は「切死丹記」。

表紙に「亡コ十武」の札あり。

1~07キ 2 め四百三拾回全 5銭

村
田
各

川一笥
プ
ー
ー

イ異山海辺環

本

0

写

qu 
半1秩1冊

※大惣の半紙を使用。 30326『環海異聞』参照。

5-89カ4 め九百九番全 15銭

7ナヲサユツキ

31041 船長日記一～三

池田寛親著，本居大平写・序

写本

冊

書
3
）
端

秩
m
5

1
q政

半

文

※本書は重吉の口述を著者が筆記したもの。巻末

に天保10と同11に記した追加文あり。

5-89セ4 め八百六拾弐全三 30銭

インド 7 './ 

31042 印度亜志上・下

山村昌永著

写本

半1峡 l冊

文化4成

※著者・成立年は『国書総目録』により補う。末

尾内題は「印度志」とする。

5~88イ 4 表紙改装のため大惣番号不明 15銭

故 事

31043 語圏上・下

特大（28.0×17.0側 1帳2冊を合警ゐF
一条兼良（桃華老人）選 寛永4刊

書障不明

※表紙題祭ょこに「雑（朱）」と記した小札あり。

4-85コ15 や五百七十六 20銭

ハタランコゲY

31凶博覧古言 寄ふF
菅原道真編か，青翠閣主人題言 天明 5刊

江戸須原屋伊八（下谷池之端仲町）

※教育書。須原屋の蔵板目録を附す。題言に「是

書原名管重量紗ナリ」とある。

10ー03ハ 2 や弐百三十八 45銭

ホンテウゴ 1:.t

31045 本 朝 語 圏 一 ～ 十 大1常招F
孤山居士著・自序 宝永3序・刊

京出雲寺和泉按（三傑通竹屋町），江戸同

店（日本橋南一町田）

※表紙右上スミに「仁コ三百七十三」の小札あり。

5-63ホ1 や五百八番 1円

'./:.t ゴヱン

31046 新語圏一～十 大 1帳10冊

了意著・自序，村田通信序，三宅帯万序

京梶川常政・合存治宗貞・小佐治忠治（附

延宝9序（自序・村田），天和2刊

※第1冊のみ原題鎮で，他は墨書題祭。第10冊題

第を欠く。第1冊，表紙右上に「千三百七十

二」，右下に「全部十冊⑧」の小札があり，題

祭冊番号はもと「四Jを墨書で「一」，第2冊

番号ももと「三」を「二」に訂す。

4-85シ12 や五百九番 75銭

ホンテウコ ジインエY './7 

31047 本朝故事因縁集一～五

大1需品F
著者未詳 元禄2刊

江戸万屋清兵衛（青物町）， 大坂腐金屋庄

兵衛（高麗橋心斎橋筋南入町）

P ※各冊巻頭に目録あり。第1・2冊書込み甚し。
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一故事，書法一

第2冊の題築の一部焼損。

4-85ホ3 や五百三十七＠ 35銭

串ンザイシフダ

31048 年薄拾唾

恵空著

書購・刊年不明

冊
）
成

1
郎

3

峡
α文

1

寛

大

※表紙題簸右上部に「故」と誌した札，表紙右上

スミに「千弐十九」と誌した札が貼られている。

成立年は奥書による。

5-17ネ1 や千八番 20銭

レンジフリヤウザイ

31049 連集良材 大1峡1冊

著者未詳 寛永8刊

書瞳不明

※連歌書。

4-24レ2 大惣番号札剥落 20銭

アイナウセウ

31050 謹嚢齢、一～十五 大 11快15冊

行審著・白殿，柄樟常昭殴

文安3成・自践，文明10版，正保3刊

京林甚右衛門（三僚通菱屋町ふ屋）

※第1冊，第7冊末に文安2「書之畢」等とある。

4-85ア 1 六百O九番全部拾五冊 1円

シヨゲンコ クタイゼン

31051 書言故事大全一～六 大1秩6冊

胡繕宗集，呉懐保序，陳玩直解・序，李廷機校，巨

源父序，鄭世豪梓 正保元刊

書躍不明

※内題「京本音緯註解書言故事大全」。表紙に

「故」（朱）の小札あり。

4-85シ8 や五百弐十七 75銭

ゾウホグワンタイタワウルイシ 7

31052 増補願瞳虞類集前集巻ー～巻七

大 7冊

平山史典指臣氏編輯，陽羨蒋缶子登氏増纂，毛利貞

粛和解，西山在瑞齢後編ノ序 享保10刊

京岡本半七（五条橋通東洞院東江入町），江

戸小川彦九郎（日本橋南二丁目）

※上記書名は見返し内題による。原題簸「喜虞類

願題僅諺妙」。柱書「願体集和解」。康照丁巳の

金鎮の原序あり。題蜜には全冊に「前集」とあ

る。内容は第5～7冊が後編になっている。

1-84コ6 や弐百七全七 40銭

書 法

31053 紫夜字様乾・坤 大 1帳2冊

細井広沢（欄J著・自信ぷ生但濡） （附

正徳4自序，享保元凡例，同4序，同9刊

江戸小川彦九郎（日本橋二丁目），京茨城

多左衛門（六角通御幸町西入町）

※書道。柳枝軒目録を附す。

8-43シ1 や四百四十弐 50銭

ベイカジョケツ

31054 米家書訣 半 1秩1冊

市河三亥（米庵）編，栗山柴邦序，世寧践

享和元刊

京菱屋孫兵衛（御幸町御池下Jレ），大坂柏

原屋与左衛門（順慶町五町目），江戸須原屋

伊八（浅草茅町二町目）

※書道。

8-43へ1 よ百五拾七番全 15銭

り範キ軌
円ー董

U

心
編信

5

篤

出

原
白

貝
冊
）
刊

l
m
2
 

峡

α徳
1

正

大

京永田調兵衛

※原題簸iと墨書で「貝原篤信」と書込みあり。

8-43シ10 や四百六十九 15銭

ガタシヨテキエウ

31056 皐書摘要

佐野東州著・自序

書購不明

大 1峡1冊

寛政4序

※著者の蔵板か。題築に「筆道」と書込みあり。

8-43カ2 や四百六十七 10銭

イジヤウ 7 ンサウ

31057(1）把上漫草

烏石先生著，亀谷平震序

大1峡（2）と合綴1冊

宝暦8序

京 唐本屋吉左衛門（堀川通仏光寺下ノレ町）

※（2）「書学大概」と合穣されている。

8-43イ1 や四百七十四 (2）共10銭

シヨガクタイガイ

31057(2）書撃大概

烏石先生著，叢桂先生校

大1秩（1）と合綴1冊

宝暦8刊

-113-



セイゾクグベY サウジノベン

31062 正俗字耕弁相似鉾 大1帳1冊

東山一令器警誉上人述， f需主記， 芥換序， 情義序
延享3序（悟養）， 同5序（芥換），寛延元刊

秋水軒版京万屋作右衛門（衣棚通御池下

町）

※表紙lζ 「柳」（悉），「字」（朱）の小札あり。巻

頭内題は「刊謬正俗字排」。脇題祭に目録あり。

4-87セ 1 や四百五十七 15銭

一書法，字書，音韻ー

大坂柏原屋佐兵衛丹波屋半兵衛

※奥書の年がかすれによって判読不能。（1)と合畷

されている。墨書題援は「坦上漫草西電／書

学大概烏石／合完」。

ジゲYペンモウセウ

遁言便蒙抄 上之本・上之末・中之本

・中之末・下（朱ー～五） 大11快5冊

永井如瓶子輯・序 天布1生l長，部ヰlj

京武田治右衛門

※内題下に「門人富山白玉子書」。第1冊裏見返

しに栗山独耽道人の書込みあり。

4-85シ2 や四百弐拾番

31063 

リヤタカJ、7

31058 客可法下巻 大I帳1冊

河三亥「手輯」，男三千「縮臨」，大楯芸閣践，琴江

践，周安泉践，陸谷翼政 文政10践（陸）

※下巻のみの端本。巻末に江戸須原屋伊八の「米

番先生書青豪閣発行目録Jを附す。

8-43リ1 大惣番号札剥落か

8-43イ1

30銭

大1秩 1冊

孫度穂過庭著，（続）

テイホンセイゾタシヨ 7

31059 定本正績書譜
烏石葛辰序，源師道践，（正）

萎費莞章著，謝菜伯元芦序 7 ) 

嘉定元続序，明和3総序，同5総践

40銭

ヰンプコテンヰセン

韻府古豪嚢選 上平・下平・上声

・去声・入声 大1秩5冊

西陵陳策嘉謀父編，顧嗣昌振公.j，串子鑑．濡観欄校，

序は※参照 正f品7~
京多左衛P9C六角通御幸通西入）「柳枝軒方

道蔵板」

※誉議！と彰考館訂本刊行目録。天徳鳴戸曇の元

禄10序，回浦項継鳴ヂ父の康照壬子序，会稽

宗弟晋太士の康照壬子序あり。

4-87イ13 や四百弐拾口

31064 
書庫不明

※「書譜」 10丁と「績書譜」 13了を併せる。

8-43シ13 や四百七十壱 10銭

書字

一～五・六上・六下・七・八上・八下・

九上・九下・十 半2朕13冊

駒谷散人棋郁編 享保2刊

村上平楽寺蔵版，京村上勘兵衛，江戸村上

又三郎

※原題簸は「者合類大節用集」。

4-85コ2

75銭

序肢・上・中・下

大1峡4冊

一峯池永栄春道雲築刻・自序，李積重時序，委山玉

宝序，董晴宜日序，東陽今井昌序，物茂卿践

宝永6自序，正徳元践

一万寓象31065 

YオYVヤタシヨゲンジカウガフルイダイセツヨ

和漢音懇書言字考合類大節用集31060 

写本

※築刻図案。

8-45イ2
40銭よ四番

1円50銭や四百弐拾五全四

韻

オンキンケイマモウ

31066 音韻啓蒙 大1秩1冊

松亭鳥海恭仲黙甫著，小泉雄周碩甫校，東都鵬費老

-114-

コと乙
日

半11快6冊

貞享2刊

中林又兵衛（室町三了目），京 田中庄

巻一～六

江戸

兵衛

※『国書総目録』によれば，著者は榊原玄輔（筆

洲）。

30銭よ三拾三全六4-85シ9

シヨゲンゾ夕方イ

書言俗解31061 



一音韻，人物志万宝器物一

人輿序 文化12刊，同14序

名護屋永楽屋東四郎（本町七丁目），松坂

柏屋兵助i阿濃津山形屋惇右衛門，江戸山

田佐助（両国吉川町） ・大坂屋茂吉（日本橋通

一丁目）

※表紙左上に「韻学」と朱書した札あり。巻末に

「松亭先生著述嗣出目録」がついている白表紙

見返しに文化十三年彫刻と記されている。巻末

の「松亭先生著述嗣出目録」によれば，乙の書

名は「いんいんけいもう」と読むらしい。

4-64オ1 や四百五十九 10銭

心
掛
川

吋弄
村
九
著雄

7

文

郎

相
出

無

冊
｝
刊

l
m
3
 

峡

u延
1

寛

A
口

ん」冊噌’ム他大

京金屋三郎兵衛（二条通寺町西エ入町），大

坂丹波屋理兵衛（心斎橋筋久宝寺町）

※表紙左上に「韻学」と朱書した札あり。同峡に

同版の本あり。題簸下部に「音韻」とあり。

4-64キ1 や四百五十八 10銭

ヰ ン キ ヤ ウ ジ ヰ

31068 韻鏡字嚢 大l帳1冊

書韓・刊年不明

※『国書総目録』によれば，著者は太田子規。

4-64イ2 や四百六十壱 5銭

ユホンミツエウ

日本 イロハオンク Yデン

31069 密要以 呂波音訓停一～五

大 1峡5冊

稗慧眼著，源虞測序 明和9序・刊

大坂柏原屋清右衛門（心斎橋筋順慶町），京

出雲寺文次郎（三条通高倉東エ入町） ・田中屋

半兵衛（寺町通三条下ノレ町）

※第1冊見返しに「伊呂波釈文」の書込みあり。

4-63イ1 や四百拾四 60銭

31070 和 漢字 名録元・亨・利・貞

大1帳4冊

藤井常枝著，伏水龍公美序 (1775) C1786) 

安永4凡例，天明 6序・刊

江戸須原茂兵衛，大坂大野木市兵衛・出雲

寺文治郎・林権兵衛，京勝村治右衛門・同善

兵衛・山本平左衛門

※表紙見返しに，京師書屋景雲堂lとより本書の

紹介が記されている。第1冊題簸脇に「かなつ

かひ」と書かれた札あり。 4冊各々の名称は巻

末の記述によれば巻之上の天と地，巻之下の乾

と坤である。

4-64ワl ふ三百弐十弐全四 40銭

ヰンキヤウシヨ・セウタイセイ

31071 韻鏡諸室長、大成一本・ー末・二本文・

三本・三末・四～七

馬場信武著・自序

冊

刊

n
u
d

・

秩
）
序

l
m
2
 

大

α永宝

京 漕淵権兵衛・山岡勘右衛門・小倉八郎兵衛

※第1冊表紙右下lζ 「全部九冊」の札，左上に白

紙の札あり。各冊題簸下部に「ー」～「九」ま

で通し番号を朱書。第l冊小口に書名「韻鏡諸

紗大成九」の紙片あり。

4-64イ4 や四百o六 40銭

人物志万宝器物

補成

シ
志
賄

打物

J

W

人

停

の

A「，

E

コ

古

著誼
阻

2

意

町

村
出

奥

小1峡 1冊

明和6序・刊

江戸前川六左衛門（日本橋通三町目東側）

※上記書名は巻頭内題による。本文内題と目録題

「諸家人物志」，凡例の題が「古今諸家人物志」。

巻末に奥村喜兵衛（江戸芝神明前）の蔵板目録

あり。全三編の初編のみ。二編と三編は近日出

来と裏見返しにある。書込み甚し。

5-65コ1 大惣番号札剥落 15銭

下中上
ν
吐
仙

打物
山人

力
家げ諸

ド
日
本
績

小1峡3冊

青柳文蔵茂明著，琴基山樵序

文政12序・例言，天保3刊

江戸須原屋茂兵衛，大坂秋田屋太右衛門・

柏原屋輿左衛門

※上記書名は上冊見返しによる。各冊題寮は「続

諸家人物誌新刻」，上冊内題は「績諸家人物志」。

5-65ソ1 ほ八百七十九全三 15銭

カイコク
;:!fr へイ 7：／ ジンプツジ

31074 苅平安人物志

小他4冊と合1峡ljfil 
安永4刊弄翰子編



一人物志万宝器物一

尽 林伊兵衛（二僚通東洞院東へ入町）・西村

市良右衛門（堀川通蛸薬師下ノレ町） ・石田善蔵

（下立売大宮東エ入町） ・銭屋七郎兵衛（堀JI!

通悌光寺通下ノレ町）

京へ 1 ほ八百八拾壱 5銭

プンセイサイハン
文政 へイアンジンプ ＇'J,,

31075 再版 平安人物志

小他4冊と令ゐ件1冊

弄翰子編，東山の隠士某践 文政5践・刊

京堺屋仁兵衛（三条通柳宅還界入ル

※凡例i乙「弄幹子記文政大歳壬午」とある。巻

末lと尚書堂（堺屋仁兵衛）の蔵版目録あり。

京へ l ほ八百七十八 5銭

プンタワザイハン
文化 へイアンタンプツジ

31076 再版 平安人物志

小他4冊と合1帳 l冊

弄翰子編 文化10刊

京林伊兵衛（二燦通柳馬場東江入）

京へ 1 大惣番号札剥落 5銭

Vヨカジyプツシ

31077 諸家人物誌 小1峡1冊

池永豹著・自序，葛城輝数例言

封部刊〔新刻〕，寛針）自序・例言・刊〔改刻〕

江戸西村源六，大坂梶原喜兵衛・葛城長兵

衛

※表紙の表面がはがれ落ちていて，題議なし。

5-65シ1 大惣番号不明 5銭

守γzヲ Vヨカジンメイロク

31078 音持諸家人名録 4中1帳hfffi
星池道人編・自序 文化11序，同12刊

江戸扇屋伝四郎（横山町肴店）・西村宗七

（本石町十軒店）

※裏表紙見返しに本書の第二編（「扇面亭編」と

ある）の刊行予告がある。表紙（題策の右横）

に「文化十二年」と墨で書かれている。

5-83エ11 ち九百三十四 5銭

シ士山一
円物

計
人わ安

川
平

編

9

子

mw

翰

紅

弄

小1秩1冊

明和5刊

京 百足屋治郎兵衛（三候通御幸町西江入町）

・銭屋七郎兵衛（堀川通悌光寺下ノレ町）

京へ 1 ち九百六拾九全 5銭

付
考
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ジ

事
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川
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犠

打本
4
4

－
－
日
斎春

nu

－－ 

m
山
林

円。 冊

か
1
）
刊

・
ル
リ
附

7
仙
文寛書

）
奥

0
4
A
U
 

削
別

q
L

P
氷寛

荒川宗長

※巻末内題および柱書「事跡考」。書込み多し。

表紙改装。刊記「丁未正月吉田／荒川宗長」。

5-03ニ 7 ほ八百四十五 10銭

キテウ
原区グユリンセイメイロタ

31081 舗儒林姓名録 小1冊

永忠原俊平著，北海江郁序，服警思伊・宅附

明和4序，同6践・刊

京西村市郎右衛門（堀川通錦小路上ル町）

林伊兵衛（二傍通東洞院東エ入町）

※題簸まlj落。表紙に書名を墨書している。巻末に

「董惟録，時賢氏名録，嗣出Jとある。

1-69シ25 大惣番号札剥落 5銭

チヤセキポクホウソデンカウ

31082 茶席墨賓祖停考 小1峡1冊

燈外著，藤井以正重編，清隠斎常通序，警高戸肢

宝暦2践・刊

江戸西村源六（通本町三丁目），大坂渋川

清右衛門（心斎橋順慶町），京 国原重兵衛（二

条堺町西江入町） ・問権兵衛（六角通教屋町西

江入町）

※目録題は「祖惇考」。

8-43ソ1 へ四拾一番 5銭

てと辺与、 7 ンポウゼンシヨ

31083 箱、漢万賓全書一～十三

横（11.0×16. 3 cm) 13冊

元禄7成，明和7刊

京 菊屋七郎兵衛（寺町通松原上ノレ丁），江戸

須原屋茂兵衛（日本橋南一丁目） ・西村源六

（通本町三丁目），大坂柏原屋清右衛門（

斎橋筋j唄慶町）

※奥書には「原版／：享保三戊成巌六月吉田／賓暦

五乙亥巌三月改正／明和七庚寅歳正月再版jとあ

る。柏原屋の蔵板目録を附す。脇題接iと各冊の

内容を記している。一～三「本朝画印惇上・

中・下J，四「唐絵停印J，五「和漢墨蹟印文」

ほか，六・七「和漢茶入上・下」，八「和漢諸道

具J，九「和漢古今賓銭之園文J，十～十二「合

類銘鑑上・中・下」，十三「後藤彫物」。見返し



一人物志万宝器物－

版は宝永2。手相の本。

8-84カ 3

内題にもとれら内容を記す。

8-49マ 1 へ百三拾壱全拾参 10銭

マキF ノハツケイ・ソロマヂゴタ

そろま北野八景・そろまぢごく
メグリ・ソロ？ノポリ 7 ネ

めぐり・そろま登りふね

横（13.3×19.4 cm) 1 r快3冊を合緩1冊

宝暦6刊

京美濃屋平兵衛（寺町通四僚上Jレ町）

※「そろま」狂言3冊を合綴。「大津屋豊七直停」

という。

ち八拾九番

31088 

1円

員原益軒著

京茨城多左衛門（六角通）

※配架番号のため，大惣番号の上の部分が読めな

い。第1冊・第2冊が第1巻・第2巻に相当し，

第3・4・5冊には第3と4巻・第5と6巻・

第 7と8巻を所収。各巻巻頭に目録あり。各冊

表紙中央にその冊全体の目録を書いた脇題簸を

附す。

冊
）
刊

5
m
2
 

秩
α永

1

宝

m
 

c
 

n
U
 

F
H
U
 

噌

S
A

五
町
一

萱

ω横

キ記ジじヒひれ
賓

山
首
円31084 

ゴザンダウシワ

五山堂詩話 ー～六・七八・九・十

・補遺 中1帳10冊

菊池五山著，葛休文序文イ白色同年～文長路lj

大坂泉本八兵衛，江戸西村源六・鶴屋金助

・山城屋佐兵衛，京植村藤右衛門，大坂塩

屋長兵衛

※書躍・刊年は各々の冊lζ異同がある。「五山堂

詩話補遺」は『国書総目録』に5巻とあるが，

本書は巻二以下を欠く。「補遺」の冊に貼付さ

れた大惣番号は「ち九百八番実拾需Jとある。第

2・3・9冊の表紙見返しに書込みがある。

4-06コ15 ち九百八番 35銭

10銭

タイキヨクユチョウシ 7

大極日用集

横（13.9×20. 7 cm) 1 r扶1冊

大惣番号札剥落4-25ソ4

20銭仁コ拾三全五冊8-85マ 1
31089 

カマダ加助著

写本

※武士の心得を集めた本。年代不明。

8-21タ 1 ち千七百四拾壱

31085 

5銭

キンリュウザンセンサウジ

金龍山 シヤウクワンゼオンゴエンギ

浅草寺 正観世音御縁記

中1冊

弘化4刊

31090 

中村定保編

江戸文渓堂

※表紙見返しに「三社大権現御由来撃か会」と記

す。内題および巻末に「寵観世音略記」とあ

る。巻末に薬の広告を附す。

1-22キ2
寝覚の記・

5銭

ゴタイ
コごタワクピキセンジモン

語董引千字文上
横（12.7×18. 3 cm) 11挟1冊

岡西惟中（一時軒）序

書韓・刊年不明

※下巻を欠く。

8-43カ3

ち八拾弐

31091 
冊
）
成

1
m
5
 

峡

α和
l

明

中

午斎分

所々 名所古跡由来縁起

晴山著，融望奥書（写か）

写本

※播但地方の紀行文。末尾に「銀三拾匁

見料」とある。

5-85ネ1

31086 

5銭

テウセンネンダイキ

31092 朝鮮年代記首・上・下 中1帳3冊

曽貞幹（君山）輯述，牒英勝（桃林）補・践，芝国

主人序 宝暦13序・刊

江戸鱗形屋孫兵衛（大惇馬町三町田），大坂

柏原屋清右衛門（順慶町心斎橋筋），京大和

屋善七（四傍通油小路西江入町） ・菊屋七郎兵

大惣番号札剥落
10銭

可

t

大惣番号札剥落

カンミヤウイツジヤウキンワ ゲ

看命ー掌金和解

横（13.2×19. 0 cm) 11快1冊

唐釈氏一行著，明胡氏文曾堂校，倭馬場氏信

武和解 天品r
大坂柏原屋清右衛Fう（J唄慶町五丁目）．吉文

字屋市兵衛（心斎橋南へ四丁目）。内題は「新

刻看命一掌金和解」，柱書は「ー掌金和解」。初

31087 



一人物志万宝器物一

衛（寺町通松原上ノレ町） ・八文字屋八左衛門

（数屋町誓願寺下ノレ町）

※大惣番号は「上」の表紙に貼られている。首巻

歴代史略には朝鮮金思恭輯録となっている。寛

延元年までの記事をおさめる。

5 ,_45チ 3 ち九百四十四 10銭

ハクインゼ Yジ

白伊 カナムグラ

31093 禅師俵名葎乾・坤 中2間

白隠和尚述， 清水珊瑚居土編・序，東嶺序，修道

「小伝」著 明和7序（東嶺），明治17刊

名古屋清水三五居士（編輯）・三浦兼助（出

版）

※仮名法語集。 32955参照。

1-25カ5 大惣番号札原欠 10銭

ニフシヨクキ

31094 入届記紀・行中他4冊と合 11快2冊

陸放翁著，柴邦彦序，山田汝破獄

乾隆42原刊，天明3序・践・刊

京北村荘助・北村四郎兵衛

※原刊年は紀冊見返しに「乾隆丙辰年」，行冊刊

記に「乾隆四十二年丙辰」とあるが，乾隆42年

は丁目，乾隆年間では元年と61年が丙辰。

5-87ニ2 ち九百七十壱 20銭

下上

序

げ
例
自

主
粕
著

5

篤
ω
原

白

貝

小1峡2冊

元禄16序・刊

京柳枝軒茨城方道

※序題は「訓貼新例」。上冊題策・大惣番号札と

も剥落。下冊題策は墨書。下冊末に書障による

践文あり。『国書総目録』によると元禄16・正

徳 6・享保5・文化12・安政5各刊の版がある。

4-64テ 1 大惣番号札剥落 10銭

ダンタウシセン

31096 談唐詩選 中1秩1冊

寛粛（市河世寧）著，五山池桐孫序 文政2刊

江湖詩社蔵板，江戸 山城屋佐兵衛（日本橋通

二丁目）

4-06タ 5 ち九百拾壱 5銭

れ説
ウ

＼
け

識

寄

付

有

航人

7

散
ω
谷

川
礼
駒

冊
）
刊

l
L同
市
守

i

．
－
削
肋

1
i

秩川
u
禄

1
一耳

、、

江戸千鐘堂須原茂兵衛蔵板

※有職故実。内容は上・中・下巻より成る。原体

裁は3冊ないし 6冊か。

5 -cl 7ユ3 ち九百拾五 5銭

卓グサ

31098 見真似草

西川可長著・筆

写本

中1峡1冊

※目録あり。表紙右上スミに番号札剥落の跡あり。

裏表紙に「天明五歳J，「口明八春譲」，「吉松所

口」との文字がみえる。狂言。見返しに「覚

一一此本何方へ参り候とも」以下，加藤勝七郎

の書込みあり。表紙には二巻とあるが， 1冊。

4-27ミ1 大惣番号札剥落 5銭

タマノノゴホ y ヂ

31099 熊野御本地

写本

※安永6の奥書あり。浄瑠璃。

4-28ク1 ふ六百八拾八全 10銭

中11快1冊

コウアンレイセツ

31100 弘安櫨節 中11快1冊

刊年不明

京佐々木惣四郎（寺町通姉小路北）

※内需炉職故実。「百官略Jと「書札檀事」は

弘安 8年の成立。「院中禅節」，「路頭樺事」な

どは慶長年聞に刊行された本を再刊したものと

思われる。後附に僧官についての記事あり。

2-03コ6 ち九百六拾六 5銭

ミンカニチョウ

民家 ケりンシユハウキタ

31101 日用 教訓衆方規矩上・中・下

横（13.8×19.1 cm) 3冊

宣揚堂主人著，無名氏序，薮の内竹斎践 (1762)

宝暦12序・践

江戸竹川藤兵衛・大坂屋平三郎

※医書の体裁を借りた教訓書。

7-09キ1 ち千三百弐拾弐 30銭

イタ．ウニチョウカウモタ

31102 医道日用綱目

所在不明

l冊

7-02イ42 10銭

サンレイクケツ

31103 三漣口訣 横（10.6×16.1cm) 2冊

貝原篤信著・食礼自序：1薬科目序，柳枝軒茨城方道

践 元禄12茶礼序・書礼序，骸・刊

京柳枝軒茨城方道
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一人物志万宝器物－

7 サジノミヤゲ

あさじのみやげ

特小（13.0×9. 6 cm) 1冊

排才和尚著，白木序，耕輪践，排昭践

文化13序・践（鉾昭）

書韓不明、

※絵入り。法語集。上・中・下および「法然上人

御法語」より成る。内題「最参の土産」。

1-26小別へ拾三番

31109 

10銭

※「食裡口訣Jと「茶棲口訣」で1冊，「書種目

訣」で1冊の2分冊。 2冊とも題策基lj落。食礼

序は「元禄了邦」とあるが，該当年なく「己邦」

の誤りか。（「己邦」ならば元禄12で他序等と周

年）。書礼序は無署名。

1-86サ 1 へ百五拾九

弄花集

シY-1<ンシヤウジロタ

31110 新撰姓氏録 小1帳1冊

寓多親王・藤原園犬・藤原諸嗣・阿部真暗…F原弟

平・上毛野頴以編，西峯散人序 寛文9序・刊

京林和泉接（小川）

※冒頭に，弘仁6の編者らによる「上新撰姓氏録

表」および逸名序あり。内題は「新撰姓氏録

抄」。第1丁に「中正」の印あり。見返しに小

札貼付。

10銭
小1峡 1冊

明和2写

写本釈稀旭書写

※仏教書。朱による補筆あり。

1-26ロ2 大惣番号札剥落

31104 

5銭

テクダツメモノ
主酔 シヤウギキヌプJレヒ

31105 遍弱娼妓絹篇 中1帳 1冊

山東京伝著・自序，受鬼武・煙花浪子後叙

寛政3自序

写本

※巻頭に柳浪館主人の題言「西江月」を附す。寛

シウチンタワンカウ

31111 袖珍勧考 小1冊

架津釈義圭著・自序 明和9序・刊

京北村四郎兵衛（五条高倉東へ入町） ・菊屋

七郎兵衛（寺町通松原上jレ町） ・菊屋喜兵衛

（同） ・池田屋七兵衛（珠数屋町東洞院西エ入

町）

10銭大惣番号札剥落5-64シ7
政3の刊本が京大他にある（『国書総目録』）。

4-43カ19 大惣番号札剥落 5銭

サウシヨイチギヤウタセン

31106 草書一行句選

津井居敬編・自序，阪本定良践

小1冊

宝暦6践

書捧不明

※「門家蔵」と記されている。表紙改装。内部の

虫損甚し。

タワンロク

31112 勧録 小1冊

粟津義圭著・自序 安永4序・刊

京北村四郎兵衛・池田屋七兵衛・菊屋七郎兵

衛・菊屋喜兵衛

1-26カ10

5銭大惣番号札剥落1-26シ39
10銭ほ八百拾弐番8-43ソ3

浄土真宗御文

5銭

小1映1冊

正徳4序・干リ

大惣番号不明

ワカ yシンセンカガタシ 7

31113 和漢新撰下筆集

伊藤宜謙著・自序

京川勝七郎兵衛

※題簸剥落。

写本

※抄録。大惣の題簸用紙を使用。末尾には「案蓮

社住獄融堅」が宝議7~6~ζ写した旨を記すが，本
文始めに「案蓮社」と記して宝暦rnc写した旨

の文（朱筆）あり。題簸に「五帖全Jとある。

1-26シ40 大惣番号札剥落 10銭

冊
）
写

中
日
暦宝

31107 

蓮如著

シンシユウヒガシハ
主主f空主主 ザイケゴンギヤウネンヂユウギヤウジ

葉涙 在家勤行年中行事
5銭ほ八百O九番4-85シ14

横（11.9×16. 9 cm) 1冊

文政12践

31108 

ゴカイセイプクキリヤウ・ V ヨシャツウヨウジンギプク

御改正服忌令・諸社通用神祇服

冊
）
成

1
m
6
 

秩
悦
禄

1
一元

、、

キリヤウタイセイ

紀令大成

（御改正一一）著者未詳

31114 

Q
d
 

5銭ち八拾五1-26サ 8

釈朋公著・自序・自践

書朋不明

※附録あり。



京梅村弥右衛門

（諸社一一）著者未詳

京梅邸調白

一人物志万宝器物一

※末丁その他に「代々以口停継来所」として，太

田持資・宇佐美祐保・上杉元隆・上田重末・村

上清信・山田虞吉・関孝和の名を挙げる。

天続長

※2書を併せて元禄8に刊行したもの。

2-03フ7 大惣番号札剥落 5銭

シセイダウヒヤタゼツ

31115 詩聖堂百絶 中 1峡1冊

大窪行（詩併）著，奥田在邦・下村詰戸編，宅思存

邦践 寛政12践，文化4刊

大坂泉本八兵衛，江戸西村源六・鶴屋金助

※刊記に「奥田季清造」と書込まれている。

4-07シ7 大惣番号札原欠か 5銭

シヨタゲンセウシリウタイゼン

31116 職原抄支流大全※参照

小11快2冊を合綴1冊

著者未詳 天和3刊

江戸藤本兵左衛門（日本橋青物町） ・田中理

兵衛（同所）

※目録と巻ー～三で1冊，巻四と五で1冊だった

が合綴されている。巻四・五の内題は「職原抄

支流」。『国書総目録』によると，本書は『職原

抄支流』の改題本。

2-03シ6 大惣番号札剥落 5銭

コジヤウ＇.／ 7

31117 古状集横（13.7×19. 9 cm) 1峡1冊

写本

※室町時代末の武家の文書。早大の大惣目録に，

「大名ノ古き手紙等也」とある。

5-10コ1 ち千七百三十壱 5銭

ェ舎
ヅ
園

キ
記
』
予

行
験
即

げ
居
一
正
鐘

な

例

暁

幻
神
一
紙園

8

歌

唱
A

噌

A
A

－－－批判

但

潰

冊

刊

噌
E

－－・

秩
）
序

1
M
7
 

中
川
川
政文

京 山城屋左兵衛（蛸薬師通高倉西入），大阪

玉屋市兵衛（呉服町御霊筋角）

※見返し内題に「一名ぐわんかけ手引」とある。

目録あり。近日刊行予定の二篇の目録を載せる。

末尾に二篇の出版予告あり。絵入り。題簸と見

返しと挿絵2丁分が色刷り。「早序」「賃済」の

朱印あり。

5-83シ9 ち八拾六 5銭

グy，マ7 キ

31119 軍法記横（14.9×21. 5 cm) 11快1冊

著者未詳

写本

8-21ク3 大惣番号札剥落 5銭

プツピンシキメイ

31120 物品識名乾・坤

尾張水谷豊文編

永楽堂

冊
）
刊

2
側

6

！ヨ叶」レ
U

E

J

1

 
文

※本草。イロハ順に物品の名を配列。坤冊裏見返

しに「尾張東壁堂主人」の「蘭薬鏡原」の広

告あり。凡例の中に「吾友岡林清達素ヨリ本草

ノ学ヲ噌ム此編ハ清達カ草創スル所ナリ」と言

つ。

国史あ 3-25 ち弐百九全弐 15銭

コタクワJマンボウ

国花 ニホンキヨカヒョウ

31121 万宝 日本居家秘用ー～六

横（11.0×15. 8 cm) 6冊

三宅建治著，上涜可親軒主人序

享保16序，元文2刊

大坂渋川与左衛門（心斎橋筋｝I買慶町）

※各冊巻頭に2巻ごとの目録あり （全12巻）。第

l冊表紙右上スミに正方形の札が貼られている。

序の題には「居家秘用」とある。

9-69ニl へ百三十弐全六 20銭

ニホン
仁I コククワ...－；，－ :r.7 キ

31122 i園花寓葉記ー～六

横（11.2×16. 0 cm) 21快6冊

菊本賀保著・自肢，英惹序 元議自信・刊

大坂油屋輿兵衛（高麗橋西）・藤屋弥兵衛（高

麗橋一丁目） ・八尾甚左衛門（堺筋備後丁）

村上加兵衛（心斎橋淡路丁） ・中村新蔵（同道

修了） ・雁金屋庄兵衛（上人町）

※原体裁21冊を， 6冊に合綴している。 6冊それ

ぞれのはじめに原題簸（目録入り）をあつめて

いるが，剥落したものもある。内題には「園花

寓葉志」，「園花寓葉種」ともある。

5-82コl 仁コ百拾壱番 1円30銭

ユホンメイカ 5ノセン

31123 日本名家詩選上・中・下

小1秩3冊

藤元胃文二編，遊花史序，内藤政陽序，南宮岳序，

太宝井孝徳践 明和8序（宮岳），寛政10刊
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5〆ヨメイカヒキ7ダヨセ

諸名家 クワパウキ

報篠寄 久和等

半1秩（2）と合緩1冊

一人物志万宝器物－

江戸小林新兵衛（日本橋南二丁目角）

※中・下冊は原題策剥落，新たに誤って中冊に

「下」，下冊に「中」と書かれた題策が貼られ

ている。

31127(1) 

満寿著・自序

写本

※「永代蔵」と合巌。（2）を参照。自序は「寅春」

のもの。

4-43ア11

10銭大惣番号札剥落

~ 9 キアン~＂／

他力 ノリノイジズエ

安心法の礎

4-02ニ5

(2）共5銭

半1帳（1）と合綴1冊

明和4自践

大惣番号本L剥落
中2冊上・下

31124 

上巻・中巻・下巻

中1峡3冊
西島蘭渓（長孫元齢）著，林銑序，安積艮粛叙

文政11叙

坤粛日抄31128 

5銭ち八拾三1-26ノ2

31125 

中l峡1冊

30銭ち九百七番4-05コ23

寓笈堂江戸

5銭

オι アザミ

31130 鬼蔚

白隠和尚（慧鶴）著

「取次所甲州河内領成嶋邑

町一丁目 甲斐根屋六八タ」

※原題築上に「大惣」と刷った題築を貼付。表紙

には「白隠和尚 作」と記した紙を貼付。裏表

紙見返しに大野屋惣八を取次所とする化粧品

（あらいじかみぞめ油）の宣伝の紙を貼付。

題策には「全」と書き込まれているが，柱書は

おわりまで「巻ノ上」になっている。仏教書。

1-'-25オ1 ち六拾弐番 15銭

冊
〉
刊
服

1
m
4
呉

中

α政
府

寛

駿

タワキ 7ヨウイ

火急用意 出店冊
）
刊

1
m
W
4
 

1
3
1
i
L
v
u
 

r
a
p

，n－a
 

文
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エイタイグラ

31127(2）永代蔵

之宣著・自践

写本

※「議室久和第」と合綴。（持参照。

4-43ア11

僧明春序，青慕館主人（今津屋辰三郎）践

天保2序，同12践・刊

大阪河内屋太助（心斎橋通唐物町）・河内屋

記ー兵衛（同通南本町〉 ・河内屋儀助（同通安

土町） ・今津屋辰三郎（江戸堀北一丁目），京

吉野屋仁兵衛（三条御幸町）・前川市兵衛（寺

町通五条上ノレ）

マトナシ・ケニ 、

的なし・けにのろみ・
リヤウジヤウノクン

梁上君子

写本俳論・俳文集

※取戸し」は「柳水庵主人従長子」の「宝暦

十二年午五月上旬」の奥書があり，さらに「此

的なしー帖時節庵八亀子より幸借宝暦半竺持

神無月晦日写之昼月亭Jとある。也有著。

※「けにのろみ」の書名は合冊の題策による。奥

書に「右ー帖半掃庵也有子作之外へ出すましき

よしにて口口半掃庵より送り見せられしゅへう

つし留る明和弐年酉きさらき中旬也昼月

亭」とある。

※「梁上君子」は松露庵烏戸著で，天年序・引田

班雀序（いずれも天明2）がある。板本からの

写本と考えられる。「伊勢屋忠兵衛」印あり。

4-24マ1 ち九百七拾三 5銭

カウヤダイシゴエイカシフ

31129 高野大師御詠歌集 中1冊

安田蛙文撰・序，高野山大楽院霊信叙，密場散人践

宝暦9序・践・刊

大坂浪花屋忠五郎（島之内南塗師屋町）

※原題簸lζ角書があるが，破損のため判読不能。

「繕入口口」。巻頭には「弘法大師御詠歌集」

とある。絵入り。柱書「大師詠歌集J。
1-26コ5 ち六十三番

31126 

江戸蝿龍律寺

※巻頭の内題に「火急用意和語」とある。内容は

前・後篇と附録に分かれる。『国書総目録』に

よれば杜多了諦著。巻末に「東都下目黒播龍

律寺再板」とあ？伽初版にあらず。『国書総目

録』によれば寛政11版がある。

1-26カl 大惣番号札剥落 2銭



小1峡 3冊上・中・下

ゲンゴテイ

源語梯

一人物志万宝器物一

ロクコンシヤウジヤウォ，、ラヒショウフウセウ

六根清海太穏松風抄
中 11快l冊

31137 

五井純禎著，中務序，浪華黄備国主人附言 <1784) 

天明 4刊

京 出雲寺文次郎・吉田四郎右衛門・風月庄左

衛門・斎藤庄兵衛，江戸須原茂兵衛，大阪

大野木市兵衛・渋川清右衛門・高橋平助

31131 

藤原永弘著

書韓・刊年不明

※神道書。

※源氏物語の辞書体注釈書（いろは順）。大惣番

号札の上から題簸が貼られている。

4-30ケ1 大惣番号不明

5銭

冊
）
刊

l
m
5
 

峡

ω保
1

享

中

ち五十二全壱1-05ロ2

ナカトミノハラへショウ 7ウセク

31132 中臣稜松風紗

藤原永弘著

肥前石本縫殿（長崎）

※神道書。

25銭

れ
遣げ字モ文ナ名

カ
回
ほ

バ
新
板31138 

横（14.7×19. 4 cm) 11快1冊

行阿著・自序

京菊屋七郎兵衛（寺町通松原上ル町）

※刊年不明。末了に「三傑西殿前右大臣公保御奥書J

5銭

小2冊

天保9例言・刊

ち五拾壱番1-05ナ13

上・下

の記入がある。上記書名は題簸による。内題等

は角書を欠くJ国語学研究事典j！ζ以Tifil戸の

記述がある。即ち，成立は未詳だが貞治2以後，

写本・版本とも多数あり。著者は序に源親行が

藤原定家の依頼で仮名遣を整理し，同意を得た

ものを行阿が増補したとあるが，実際には定家

の『下官集』の仮名遣を行阿が受け継ぎ，増補

したと解すべきである云々。

4-:63カ 6 大惣番号札剥落

20銭

31134 歌鱗要解上・下 九伊2冊

直樹伴資規制補・自序 文化3序・刊

京 風月庄左衛門・天王字屋市郎兵衛・須原屋

平左衛門・菱屋治兵衛，江戸須原屋平助

※上冊の題簸剥落。巻末の「閑田大人著述書目」

には「大人閲／嗣直樹主著」とあり。

4-22カ2 ち四百O四

ほ弐百拾八全弐

5銭

15銭

..，.，，エフカナ＇；／カヒ

31139 高葉仮名遣

鷺水著・自序・自践，助史践

大坂 山本九右衛門（高麗橋二町弘）

※刊年記さず。『国書総目録』に元禄11刊とある。

題策（墨書き）は「万葉偲名遺」，第「又百四十

六」丁から第百六十六了までは「迫力日」。

4-63マ1 ほ三百O九番

ヌノツ、Yミ

31140 布鼓
著者未詳・自序あり

京吉田屋三郎兵衛 (1711) 

※第1冊に「不孝ノ子ニ贈リシ書J（正徳元）を

のせ，次に「再説布鼓」として本文をのせる。

孝行を勧める説話集。第1冊見返しに「白隠和

尚作」と墨書。

1-25ス1

小1峡1冊

10銭

シヨシユウテラカガミ

31133 諸宗寺鑑
梅園魔士編・伊j言

衆補館

※原題簸には「拡競寺鑑」とある。各冊巻頭ic

目録あり。

1-22テ 1

20銭

ナホピノミタ 7

3山 5 直毘霊 中 1~7~1Jffi 
本居宣長著 明和 8成

名古屋永楽屋東四郎（本町通七丁目），江戸

同出店（日本橋白銀了二丁目）

※巻末の「東壁堂版略目録」中に，本書は益多い

書故，『古事記停』の首巻ながら，一巻として

独立発行の旨記す。

1-05ナ2
冊
）
刊

5
m
3
 

中
α暦宝

）
序

幻

4
9
字延

一～五

5銭

ワクンプルイセウ

31136 和訓部類抄上・可ssJ小1間sJil
著者未詳，源近留序 天和2原刻，寛政10刊

大坂葛城宣英堂奈良屋長兵衛

※漢字熟語に和訓を示した辞書。柱書「和語J。

4-85ワ3 ほ三百拾弐 20銭

ち五拾三全

ち六拾壱番
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一人物志万宝器物，農書一

※序題・内題・尾題には「綿圃要務」。絵入り。

下巻16了ウラから17丁オモテにかけての挿絵に

長谷川雲提の署名と印あり。

9-24メ1 そ九百六拾弐全弐

ソンゴテキゴ

孫呉摘語

横（14.0×19. 9 cm) 

31141 

冊
）
刊

l
m
6
 

峡
α和

1
一元

20銭

サイ

31146 菜譜上・中・下 半3冊

筑州益軒員原篤信著・自序 宝永元序，正徳4flj

毛利回荘太郎・小河多佐衛門「連刻」

※上冊見返しに lg」とあり。

9-24サ 2 そ九百拾回全三冊

5銭ち千七百O六8-21ソ2

林道春著

書韓不明

※兵書。

喧思 ノウカテウホウキ

31147(1）剥農家調賓記 半 1冊

東武高井伴寛忠明（蘭山）著・自序 文化6序
江戸星運堂花屋久次郎（下谷竹町）

※表紙見返しに「農家調賓記嗣編／農業全書／同

時之菜／勧農固本録／農家益／農術鑑正記／穂

に穂／豊稼録」と書込みあり。巻末広告「高井

蘭山先生著書」中に「農家調賓記前編一冊後編近

刻」と見える。嗣編・二編・三編については（2)

～（4）参照。

9-20ノ 1

30銭

書

ホウカロタ

31142 豊稼録

所在不明

※カード目録によれば， 「大蔵永常著， 文化七年

著・刊，並，絵入，駆瞳及稲掛干ヲ論ズ」。

9-24ホ2 10銭

1冊

農

20銭

心編シ嗣
キ
記

れ
賓

テ調
カ
家

月
農

打
化
丑
刻

一
円
文
了
新

プ

(2）～（4）共そ千拾壱番
半 1冊

天保5刊

ノウカココロエグサ

31143 農家心得草

大蔵永常著・自殿，虚舟道人正徳序

晴幹堂蔵板，江戸衆星閣・寓笈堂

※絵入り。 31147(2) 

半1冊

高井伴寛翁（蘭山）著・自序

文化13序，同14刊

花屋久次郎（東叡山下両社天神

東武

10銭そ千拾八全壱9-24ノ1

江戸星運堂

門前）

※書障住所は巻末広告によると「江戸下谷竹町J。
表紙に「此書は農業の事ニ而はなく諸平人の心

得ニ成へき古実を書たる本也」の貼紙あり。巻

末広告には「農家調賓記前編一冊・後編近刻」と

ある。（3）と同版。

そ千拾弐後壱9-20ノ1

ヂユウコタ
宅E・ ノウュ

嘉農日命 半 1冊

下野園那須郡黒羽家士 為蝶軒治問助主義芦，
鈴木之徳津民序 文化8序，文政8刊

江戸大坂屋秀八（横山町二丁目）・若荷屋璃兵

衛，水戸製本所舛屋治三郎（上町鉄旭町）
春、 λ白うゆ

※序題「諭農J，目録題「用心農哨」。河野天端氏

寄贈本（ 9-21ノ2）は大本1冊，巻末に水戸

秋山盛恭の識語あり，文政8刊，江戸轟屋

喜衛門（通油町北側），水戸舛屋治三郎。

9-21ノ3 そ千拾九全壱 5銭

31144 

勺一編二一キ
記

M

賓
ウ

E
司

テ
雪
印

カ
家

け
曲
辰

打
化
王
刻

一
円
文
丁
新

プ

31147 (3) 

半1冊
高井伴寛翁（蘭山）著・自序

文化13序，同14刊か

江戸和泉屋金右衛門（両国横山町三丁目）

※（2）と同版。目録題・本文冒頭及び末尾には「農

東武
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メンポエウム

31145 綿甫要務上・下（乾・坤）

大蔵永常著，醒粛石田篤序，長谷川雲提画

天保4序

大坂河内屋長兵衛（心斎橋博労町），江戸

須原屋茂兵衛（日本橋通萱町田） ・小林新兵衛

（同弐町田）・了子屋平兵衛（小イ云馬町三丁目）

半2冊



書

ノウジユッカンセイキ

31149 農術鑑正記天・地

阿州之郷士砂川野水著．自序，借罪堂践 (17 

享保8序．践，同9刊

京 山本平左衛門（寺町通錦小路上ノレ町） ・小

河多左衛門（六角通御幸町西入町）

※内題・尾題・版心では「上・下Jと表記。絵入

半2冊

農

家調賓記嗣編」とある。巻末広告に「農家調費

記全三冊・同附録ー名除瞳録全一冊・同績録ー名

豊穣録全一冊」とある。刊記の書韓部分のみ改

刻されており，本書は（2）の再版と思われる。

9-20ノ1 そ千拾弐番後編全

れ一編
わ一ニキ記

M

賓
テ
調

カ
家

バ
農

イ
政
午
刻

ふ
れ
文
壬
新

プ

り。地冊巻末に「此弐巻は田園菓穀の可否を考

へ，彼歳時記農業全書に漏たるを補ひ集し書

也」との貼札あり。日本農業全書所収本lζ存す

る無重量堂序を欠く。天冊表紙右スミに小札剥落

跡あり。

9-24ノ2

31150 製葛録 半 1冊

大蔵永常著，簡堂羽倉天則序，蹄粛宅配ヒ馬明。）

文政11序，同13刊

黄葉園蔵版，京吉野屋仁兵衛（三候通数屋

町）・山城屋佐兵衛（同所），江戸丁子屋平

兵衛（小伝馬町三丁目） ・岡村圧助（下谷池ノ

端仲町），名古屋永楽屋東四郎，大阪河内

屋長兵衛（心薦橋博労町）

※序は島田桑瑞書。序題は「葛録」とある。巻末

に薬の広告を付す。

9-24セ 1

20銭そ九百五拾六全弐

半 1冊

東武高井伴寛翁（蘭山）著・自序文政5序・刊

江戸和泉屋金右衛門（横山町三丁目）

※目録初，本文冒頭・末尾に「農家調宝記績編」

とある。序に「去年農家調宝記後編を刊行す。

初篇に等しく弘く海内に行るること書林星運堂

の大幸たり。因て今一篇後に積んことを需。猶

も農家有益の品々考て絹綴績編と云」とある。

見返しに「増補秘惇重賓記」の広告。

9-20ノ1 そ千拾三番三篇全壱

31147(4) 

31151 花譜上・中・下 半3冊を合綴1冊

貝原損軒（益軒篤信）著・自序・自宅制） （蜘

元禄7序，同11刊

京 林九兵衛（東71司院通夷川上Jレ町） ・永原屋

孫兵衛（高辻通雁金屋町）

※本書は上・中・下3巻3冊を1冊に合綴したも

のと思われる。了附は，序1了・目録6了・巻

15銭そ千弐拾五全壱

上24丁・巻中58丁・巻下47丁・践1丁である。

現在の題策には「花譜中」とあり，中巻の表

紙をそのまま使って合綴したものと思われる。
名

裏表紙見返しに「＠護旭豊講」と書込みあり。
屋

9-25カ5 そ九百弐拾合壱 35銭

一名豊稼録

半 1冊

大蔵永常著，山崎美成序 文政9序

江戸和泉屋金右衛門（両国横山町二丁目）

※書名は表紙見返しによる。原題策には「議警

農家調賓記績録」，序の題・本文冒頭・末尾に

は「豊稼録」とある。本書は序1丁，本文13丁，

附録13了である。文化7刊の「豊稼録」を補訂

したもの。（京大農学部農経図書室R5065「豊

稼録」〈文化7刊〉参照）。本書の序に「大蔵亀

翁嘗著農書数部頃除埠録成亦復制刻此書」とあ

る。「除埠録」刊行にあわせて， 旧著を改訂し

たものである。（2）参照。

9ー20ノ2 そ千捨四番全 (2）とあわせて10銭

31148(1）農家調賓記績録

ラウノウサワ

31152 老農茶話 半 1冊

大蔵永常（受和園主人）著，源但季践，法橋明息子

山画 文化元践

※画家名は20丁ウデに「法橋玉山」の署名がある

乙とによる。
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そ千拾五附録全

ヂヨクワウロタ

31148(2）除蛭録 制st1fr

大蔵永常著，江都ー粛老人佐藤坦序 文政9序

黄葉園蔵版，江戸和泉屋金右衛門（両国横山

町三丁目）

※上記書名は見返し内題および、序題・本文内題・

柱書による。原題簸は「通警農家調賓記附録」。

刊記に「文政九丙戊歳如月黄葉国蔵」とあるが，

これをそのまま刊記とするには疑問あり。

31157『除瞳録』参照。

9-20ノ2



農

9 :---24ロ1 そ千弐拾全壱 10銭

シヤベY ヨロタ

31153 路鞭余録 半 1峡 1冊

豊田養慶編・自序，阿州屈玄号lfsi）堀貞明元岡殿，

甲賀敬元「豊定」 宝暦11自序・序・践・刊

京文昌堂永田調兵衛（錦小路新町西江入

町）

※博物誌。挿絵あり。薬学部へ移管する前の配架

番号は「6-21シ9 (41と書込みあり）」。

薬s46 大惣番号札剥落 25銭

キウクワウジギ

31154 ＇救荒事宜 半 1冊

粛藤拙堂（正謙）著・自序・自践，小原寛序，野都

換践天保2自序，文久元序・自践・践，慶応2刊

大垣敬教堂蔵版，平流軒利兵衛

9-21キ1 大惣番号札剥落 15銭

汀
室
田
わ

酌全
打

世

宋

ー

バ

農

払昭

日

棄

M
U

廃

11冊

60銭

イウサイロタ

31156 油菜録 半 1冊

大誠永常著・自殿，商堂羽倉天則序，蹄粛喜界北馬

画 文政12序・践

黄葉園蔵版，江戸仙鶴堂鶴屋喜右衛門（通油

町）

※画家名は30丁～31了の挿絵に「蹄粛圃画」とあ

るζとによる。 6丁ウラの図には「鐘成写」と

ある。序は西駿斐堂桑瑞書。

9-24ユ1 そ千弐拾六全壱 15銭

ヂヨタワウロク

31157 除蜂録 半 1冊

大蔵永常著，江都ー粛老人佐藤坦（佐藤一斎）序，

秋田奥山誓序 文政9序・刊

黄葉園蔵版，江戸仙鶴堂鶴屋喜右衛門（通油

町）

※奥山誓序題は「農書十三種序」。 31148(2）『除瞳

録』参照。

9-24シ5 そ千拾六全壱 10銭

ザウモクソダテグサ

31158(1）草木育種上・下 大2冊

東都濯園岩崎常正著・画・自序，みなもとの弘賢

（屋代弘賢）序 文化14序，同15刊

書

「江戸書庫千鍾房（須原屋茂兵衛）／玉山堂

（山城屋佐兵衛）合刻」，京植村藤右衛門（堀

川通悌光寺下ル），大坂泉本八兵衛（心斎橋

南久宝寺町），江戸須原屋茂兵衛（日本橋通

室町目） ・山城屋佐兵衛（日本橋通葉町目）

※濯園の序は漢南関克明の書。下冊見返しに「桃

洞遺筆三冊／草木育種後扇弐冊」と墨書。本書

の後編に濯園門人の阿部機粛著『草木育種後

編』がある。（2）を参照。

9-24ソ1 乙九百拾三初弐 (2）共70銭

サウモタソダテグザコウへン

31158(2）草木育種後編上・下 大2冊

江戸機粛阿部喜任（巴薮園主人）著・自序，花木

錦蔭主人如村序 天保8序・刊

「江戸書韓千鍾房（須原屋茂兵衛）／玉山堂

（山城屋佐兵衛）／高笈堂（英大助）護関」，江

戸岡田屋嘉七（芝神明前）・西宮禰兵衛（中

橋広小路） ・小林新兵衛（日本橋通弐丁目）

山城屋佐兵衛（同） ・須原屋茂兵衛（日本橋通

萱丁目） ・同佐助（同四丁目） ・同伊八（浅草

茅町弐丁目） ・英大助（本石町十軒店）

※如村の序は半仙究の書。絵入り（濯園嫡源信正

・楓渓・喜任・立兆・梅天・信芦画）。本書は

岩崎濯園の『草木育種』の後編である。機粛は

濯園の門人。下冊見返しに「桃洞遺筆三冊」、と

墨書されている。（1）を参照。

9-24ソ1 こ九百拾四後弐編

ミンカンピクワウロタ

31159 民間備荒録（乾）・坤 大2冊

奥州、ト閥侍醤清庵建部由正元策著・自序，北尾重政

画，建部清庵男建部由巳三省・建部由水亮策校，豊

州佐伯侍醤伊藤維則松蓋校梓・践，奥州一闘醤官

（江戸官醤渡遺蕃主法眼門人）衣闘敬貫甫軒校梓・

序，同藩門人曾根希方意三・大槻茂蓄玄梁・結城得

英升育・高橋雲蓋時義校・前典薬頭延書院道三橘毒

園序，常州小田侯孫誠蓮源成朝序，志茂逸葦若者；~，
土州井戸玄墜践，曾根希方意三肢 明和8刊

江戸 申板堂須原屋市兵衛

※各冊内題においては巻之上・下とする。下冊見

返しに「五穀無量蔵／豊年米の思／庖厨本草／

農業全書」と墨書されている。表紙に（民諒

三」の札あり。多数の序があるが，宝暦5～10

lζ書かれている。
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.9-21ミ1 大惣番号札剥落 15銭

書農

31160 

7サウノタユダイイチザン

扶桑園 ヤウサY ヒロク

第一産 養護秘録上・中・下

大3冊

但馬園養父郡蔵垣村上垣伊兵衛守園著，法橋西村中

和・速水春暁粛画，棲井篤忠序，加藤矯貞践，関口

源操践

享和2序・践・凡例，同3干リ

江戸須原屋茂兵衛（日本橋通萱町目）．須原

屋平助（同三町目），大坂柏原屋清右衛門（

斎橋筋順慶町），京菊屋七郎兵衛（寺町通松

原上Jレ町） ．須原屋平左衛F司（富小路通三条下

jレ町）

※上記書名は原題策による。序題に角書なし。

9-28ヨ3 大惣番号札剥落 30銭

クワウエキヒ ジタイゼン

31161 広益秘事大全 5冊

廃棄（昭32)

8-85コ2 35銭

ヤウザンゼンシヨ

31162 養蚕全書 半 l冊

信州上田小野、郡上塩尻村塚田輿右衛門著・自蹴，塚

原氏・遠藤氏序，一色信栄画 宝暦7刊

江戸須原屋平左衛門（日本橋通三町目）

※目録題「新撰養輩担、書目録」。題簸IC「査Jと

書込まれているが，本書は全1冊。

9-28ヨ2 そ千弐拾八全 15銭

アキノナナタサカウ

31163 秋野七草考 大1冊

葛飾梅隠北野秋芳菊塙（鞠鳩）著，江戸棲下中村

暁河？笥粛闘再萎校合，亀田鵬粛・手話戸山序由都

留践，平務廉践， 文化9序・践，・刊

京植村藤右衛門（堀川通仏光寺寺町下ノレ町），

大坂秋田屋太右衛門（心斎橋安堂寺町），江

戸和泉屋圧次郎（浅草新寺町）・須原屋善五

郎（今JII橋）

※挿絵半丁あり。

9 c-25ア1 ふ五拾三 12銭 5厘

ハJレノナナクサカウ

31164 春野七草考 大 1冊

武蔵角田川梅隠北野秋芳菊塙著，｛弗鳩居士石井（俊

助）序 文化10序，同11刊

江戸愛智屋善兵衛（本所緑町）・小川輿右衛

門（同） ・天満屋喜兵衛（神田和泉橋通） ・丹

後屋伊兵衛（神田新橋通富松町） ・山城屋佐兵

衛（日本橋通二丁目）

※絵入り。序題「群芳暦序」，内題・尾題「春野七

種考」，版心「群芳暦正月七日部」とあり。巻

末に「重芳暦許認此書は古事記寓葉集及

詩経本州綱目其外諸書に載たる所の草木漢名和

名或は世俗に唱誤るをた、し春秋三百六十日に

分つゆえに名付て葦芳暦と云」との広告あり。

表紙題策右横に「和学」と朱書した貼札あり。

同じ本の京大附属図書館蔵書（9-25ハ5，半

紙本l冊）には，自序，亀田鵬粛序，松亭主人

鳥海序，加賀木田元貞才佐父による新梅荘記，

群芳暦梅部， ト隣践あり。

9-25ハ 3 ふ五拾弐秋七草とも弐 12銭 5Htl 

31165 梅品 2冊

所在不明

※カード目録によれば「松岡成章（恰顔斎玄達）

著，宝暦10刊，小，絵入，上篇白色梅；下篇紅梅」

9-25ハ 1 20銭

アウヒ Y

31166 棲品 小1冊

恰顔粛松岡玄達著・自序，自然斎鈍全序，思誠粛序，

日恕庵松玄達成章序，宅器開序，耕昇殿 (1758)

享保元自序，宝暦7践i同8刊

京 中西卯兵衛（建仁寺町通四燦下ノレ二丁目）

・安藤八左衛門（数屋町通誓願寺下ノレ町）

※「浅井龍章堂蔵版書目」を附す。表紙に「いが

んさい」と記された札あり。

9-25オ3 ほ九百四十三 20銭

ゾウホヂキンセウ

31167(1）増補地錦抄一～八 小 1帳8冊

東武江北染井伊兵衛著，三角軒花隣序 (17 ) 

宝永7序・刊

江戸須原屋茂兵衛（日本橋南一丁目）

※脇題室長に内容を記している。各冊表紙にH～九

の小札有。（ーは剥落） (1）～（3)31快20冊。 30417

を参照。

9-25チ 1 ほ九百四十壱共二十冊

(2)(3）共1円30銭

クワウエキヂキンセウ

訂167(2）蹟益地錦抄一～八 公品幹8冊

東武江北染井伊兵衛著・画・自序享保4序・刊
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一農書，囲碁・将棋ー

江戸須原屋茂兵衛（日本橋南一丁目）

※（1）の続きとして各冊表紙に九～十五の小札また

は「拾六Jの書込みがある。

9-25チ 1

ヂキンセウ 7 ロタ

31167(3）地錦抄附録一～四 小1峡4冊
東武江北染井伊藤伊兵衛著・画 享保18刊

江戸須原屋茂兵衛（日本橋南一丁目）

※（1)(2）の続きとして各冊表紙に十七～廿止の小札

あり。

9-25チ 1

コガヒキヌプルヒタイセイ

311随筆飼絹箭大成乾・坤 大2冊

成田重兵衛著，増田春耕序，小山寛嶺画

文化10成・凡例，同11序

写本

※絵入り。彩色されている。

9-28サ 2 大惣番号札剥落 75銭

ザタウセイサタキ

31169 砂糖製作記 大1秩1冊
東都木村文助喜之著・自序，松本保田駿

寛政9序・践

江戸出雲寺和泉援蔵版（通本町二町目）

※絵入り。題策改装。

8-06サ 1 大惣番号札剥落 30銭

囲 碁・将棋

エキヅ

31170 突圏第一冊～第四冊 大1峡4冊
服部立徹著，西島蘭渓序 文政2序，同5刊

京植村藤右衛門（悌光寺下町），大坂柏原
屋清右衛門（心粛橋順慶町），江戸須原屋伊

八（下谷池之端仲町）

※「菱喜」の蔵書印あり。

8-64エ1 乙七百弐拾八全四冊 30銭

キジユン

31171 棋醇乾・坤 大2冊

本因坊秀和著，加藤隆和校訂，阿部伯孝弘4)

嘉永7序・刊

心静堂蔵版

8-64キ1 乙七百四拾八全弐冊θ 20銭

ゾウホシカク

31172 
増補 ゴダテシナンタイセイ

四角莱立指南大成前集ー～大

大6冊
三徳著 正徳2刊

大坂野村長兵衛（高麗橋西エ萱丁目）

※一～四が定石，五・六が作物。

8-64コ2 乙七百拾三全六 30銭

ウロサウヒシ7

31173 烏鷺宇飛集上・下 大 1峡2冊
居寅忠風夜著・自序 事品Y伝部a~u

名古屋菱屋久兵衛（本町九丁目）

※『国書総目録JI＇（は本因坊烈元（安井仙角）著

とある。奥書に「碁立手引草」の近刻予告あり。

柱書「新撰百番棋立」。

8-64ウ1 乙七百四拾四全弐 20銭

セキリツテキゴ
石立 ヨクギクワン夕刊

31174 郵碁園技観光巻ー～四

大4冊
本因坊丈和著，平岩節粛序 文~8~5長．部h

京勝村次右衛門（寺町通松原下Jレ），大坂秋

田屋太右衛門（心粛橋筋安堂寺町），江戸須原
屋伊三郎（浅草茅町二丁目）

※上記書名は原題簸による。内題角書は「石立／
鄭碁／合刻」。

31175 

泰鼎序

8-64コ3 こ七百弐拾五全四θ 35銭

エキキ
車窓エキハン

員奔範乾・坤

特大（29.4×20.5 cm) 2冊

文化6序・刊

玄対堂蔵板

※著者は序によれば服氏，『国書総目録』によれ

ば服部因淑。

8-64エ2 大惣番号札剥落 20銭

ゴキヤウシユウメウ

31176 碁経衆妙一～四 大4冊
嫡伺堂舷橋元美著・自序 文化8序，同9刊

京勝村治右衛門（寺町通松原下ノレ），大坂

河内屋喜兵衛（心斎橋北久太郎町），江戸須

原屋伊八（浅草茅町二町目）

※題簸iと各冊の内容を記している。一「生之部・

死之部・貼之部」，二「却之部・攻之部」，三「盤
之部」など6種，四「附録鄭方」。

8-64コ1 大惣番号札剥落か 30銭
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－囲碁・将棋，随筆写本追加ー

冊
〉
刊

秩
仰
保

1

享

下

大

行立ゴ
碁山番…百吋坊打

因れ本
け
道
策

ダ

本因坊道策著

江戸若菜屋小兵衛

※上冊を欠く。「春秋堂蔵版書目」あり。その書

目中には「百番碁立」として見える。「菱喜」

印あり。

8-64ホ3 大惣番号不明 15銭

ハウエンキハン

31178 方園軌範乾・坤

山本考群元吉著，筑水久保愛序

嫡柄堂蔵板

冊

刊

q
L

・

大
）
序日目。。

パ
u
b
r
u文

※各冊第1丁lζ 「菱喜」の印がある。

8 .,-64ホ2 こ七百四拾五全弐＠ 15銭

竺~芸吾 νヤウギザタモツ

31179 昔善 象戯作物上・下

大1峡2冊

宗看著

書躍不明

※刊記なし。上冊表紙中央上に「匂密航」と

の札が貼られている。原題簸の右下スミに「一

百箇」とある。

8-64シ4 乙七百六拾三全弐 25銭

サイカウ
宅百 ジヤウギキ Rプルヒ

31180 校将莱絹箭初編乾・坤

小1峡2冊

福島順葉著，北山山本信有序 文化元序・刊

江戸西宮蒲兵衛（江戸橋四日市）・宇多儀兵

衛（新橋南鍋町一町目）

※「北林堂蔵版目録」（西宮）あり。坤の巻末に

「自三編至五編嗣出 増田氏蔵版」との嗣出の

宣伝が付されている。 31181参照。

8-64シ1 ほ千三拾四前弐 10銭

シヤウギヒトリゲイコ

31181 将葉濁稽古上・下 小2冊

福嶋順葉著，北林堂主人序 天保4序・刊

江戸西宮弥兵衛（中橋広小路町）

※表紙見返し並びに題策中lζー名を「絹箭二編」

と記している。 .31180参照。下巻巻末に北林堂

蔵版書目を付す。

8-64シ5 ほ千三拾五後編弐冊 10銭

随筆写本追加

ピヤウシタンキ

31182 尾陽始君記

著者未詳

写本

※上記書名は巻頭内題による。巻末内題，題策お

よびl快には「尾陽始君智（知）」とする。徳川

義直の伝記。

半1秩1冊

5-62ヒ2 ゆ六百六拾弐 15銭

ソウシシヨタジンメイキ

71183 総師職人名記 半1峡1冊

安永5成

写本

※扉に「安永五百年五月改」とある。名古屋の町

どとに「師職年寄」，「平師職」を記した名鑑。

5-65ソ2 め四百七拾弐番 10銭

ズイケシキ

随見記上・下 半1映2冊31184 

著者未詳

写本

※上冊表紙に「和漢奇事」の札あり。

5-63ス3 大惣番号札原欠か 10銭

シホ~ 9）レイシヨ

31185 塩尻類書 半l冊

写本

※「元長翌年己午（実際には戊午）丸山氏ヨリ備

用寓之子時房種試拾有八歳」とある。『塩尻』

の抜書きか。

10ー05シ10 め弐百拾六全 30銭

サツキ

31186 街記上・下

写本

※武家文書の書留め。

5-63サ 1 亡コ七拾六全弐 20銭

半 1朕2冊

ゴソウダイノキ・ 9イ7ノペン

31187 御奏内記・大夫耕

著者未詳

写本

半 1秩1冊
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※内題の下に「御上洛之吏」としるす。大惣の半

紙を使用。題策硝グ小口には「御参内記j品
ある。内容は寛文11年の乙と。後半は「明和七

庚寅季秋／東武賎士棋庵書」と奥書のある「大

夫鉾」。

5-17コ9 ゆ四百七拾六全 5銭

シラカJ、ジンセイロタ

31188 白川仁政録 半 1峡1冊

写本

※松平定信の政策の記録。大惣の半紙に記され，

見返しに定信歌2首，最終了ウラに「此一巻常

水君篠合記と大同小異也。（中略）丁未十月

忠陳書」（訴と記された紙片捌占られている。

丁未は弘化4年か。

5-62シ1 ゆ八百六拾八全 10銭

サイランイゲン

31189 采覧異言

新井白石著・自序・自践

写本

半1峡1冊

正徳3序・殿

※題簸および序題下に「白石先生」と書込まれて

いる。表紙に「漂」と書かれた札あり。

5-88サ 1 め九百拾番全 10銭

シヤウタキ

31190 正事記上・中・下

津田藤兵衛編・自序

写本

半1峡3冊

寛文5成

※随筆。寛永14～寛文元年の記録。名古屋叢書23

に翻刻あり。

5-11セ1 めにコ拾七全三 50銭

カウヒョウロ Y ・キヤウセイロン

31191 江氷論・匡正論 半 1冊

写本

※「江水論」は「尾府城南隠士却賢寵主曳封」と

名を記す。書名の由来は「衣笠内府公」の詠「お

もひとくふかきえに社知れけれ水の外なる氷な

しとは」による。「匡正論」は「浬滑論」とも

いう。末尾に「此書令参政本多弾正大弼宏、箸君

所著云」とある。

1-69コ12 ゆ八百九拾三番 15銭

31192 有斐録一～四

三村永忠著

写本

半1秩4冊

※大惣の半紙を使用。第1冊表紙に題策用紙を用

いて「一名列公遺吏／備前池田家御仁徳ノ記

也」と書かれた札あり。『国書総目録』には「寛

延二序」とあるが，本書は序文を欠く。

5-62ユ2 ゆ八百三拾壱番 30銭

ジユセイザツキ

31193 儒生雑記 （附 宅ゐF
兵氏無射序 元禄2序，宝永7写

写本

※題簸剥落。序の中に「近世ノ名儒熊中二氏之常

談」とある。版本は元禄2年刊b版本からの写

本。

1-69シ23 大惣番号札剥落 10銭

ヨンツヅリ

31194 古今綴一～十 半 1帳10冊

写本

※諸事書留。和歌・連歌・俳語の記事も見える。

「雑説之部」などと，題策lζ内容を略記してい

る。

10-05コ2 め五十五全十 1円

ザツワヒツキ

31195 雑話筆記章～五 半5冊

写本

※大惣の半紙を使用。随筆。

10ー05サ 2 め八拾五全五冊 50銭

インキズイヒツ

31196 隠九随筆乾・坤 半2冊

尾張山本格安著・自序・続編自忠） (1 0) 

写本

※随筆。

延享3序，寛延3続篇序

1-69イ8 め仁コ拾四全弐 40銭

ナナシグサ

31197 名無草一～六 半 1峡6冊

写本

※第1・4・5・6冊，大惣の半紙を使用。雑録。

寛政ごろの成立か。！

10ー05ナ1 め七拾弐全六冊。 60銭

31198 梅村載筆上・下 半 1峡伊
写本 文政元写

※奥書「享保廿一年仲春初九烏遂写功／伊勢貞方

／文政改元仲夏再罵」とある。大惣の半紙を使

用。随筆。「林道春筆記」と朱の書込みあり。

ただし，末尾に「信用しかたき事在之」ととと

-129ー



一随筆写本追加ー

わっている。

10-05ハ1 め百七拾番全弐 25銭

7サノシジ70タ V

31199 浅野四十六士論（乾）・坤

欽斎編・自序

写本

冊

殿

内

4

・

帳
）
序

l
m
2
 

半

α和明

※坤冊内題「四十六士論下J。佐藤直方・浅見

綱斎・三宅尚斎・天木時中・安福氏・宇井氏・

横井也有等の説を収める。

5-61ア3 大惣番号札剥落 20銭

キヨクリヤウズイヒツ

31200 旭梁随筆乾・坤

旭梁散人著・自序

写本

半2冊
天保4序

※大惣の電話デ使用。内題「随筆抄」。末尾の記

事は天保五年四月廿五日。

10ー05キ5 め百六拾弐全弐 35銭

カイガウ・タワンケ y ・ユ7ケムリ

31201 戒倣・勧謙・タ姻

（戒倣・勧謙）人見泰著

（タ姻） 著者未詳

写本

冊
）
成
）
写

l
m
4側
3

半

α明
α化

天

文

※墨書題策は「戒かう／夕けむり／全」。戒倣・

勧謙は大惣の半紙を使用。表紙に「教」（朱）の

小札。

1-84カ8 た六百九十番 15銭

ハイゲンザイヒツキ

31202 珊弦粛筆記ー～四

藤田彪（東湖）著・自序

写本

半 1秩4冊

天保15序

※32152「常陸帯」参照。上記書名は墨書題築に

よるが，序題は「常陸帯」。

5-62ヒ4 ゆ八百三拾三全四 20銭

下上
γ

史
初
年吋歴

本

3

写

つ山 半 11挟2冊

※下冊末に「右ハ甲午ノ冬正事記ヲ借テ抜翠ス

正事記ハ津田藤兵衛ノ日記也。四十巻パカリ有

ト云々，今存スノレ纏ニ三巻アリ」とある。題簸

には「正事記，過半有」と書込みあり。

5-11レ1 仁コ拾七全弐 30銭

キセツクチグチキキアツメ

31204 奇説口々間集

写本

τ士＇ ---'-
宅三～／＼ 半 1峡 6冊

※各巻内題「口々間集」。大惣の半紙を使用。

4,_47キ3 め七拾壱番全六冊 60銭

31205 野芹・華木花・上杉家諸家中格
シキタイリヤク・マツリゴトノダイタイ

式大略・政の大韓半1朕 1冊

写本

※題祭は「上杉家御仁政野芹井罰華木花 内

倹約教訓 上杉家中格式」。

容は上記四書の合穣旦「叢」（朱）の小札あり。

「上杉…」には安永－9－の識語あり。「政の大檀」

には安永9年人見恭の識語あり。

2-42ノ1 ゆ八百九拾回全 30銭

ギコウズイヒツ

312侃義公随筆

徳川光国著

写本

※神祇・緯氏・山川地理・土などの題ごとに文を

あつめた随筆。ー名「西山公随筆」。大惣の半

紙を使用。

半 l冊

1-84キ1 ゆ八百六拾六全 10銭

シチヤウシユウキ

31207 視聴衆記上・中・下 半3冊

写本

※大惣の半紙を使用。

10-05シ1 め百三拾八全三 30銭

キヨカダイタキ

31208 居家大事記 0740) t品F
吉静香（東演先生）著・自序元文5序，天明 2写

写本

※「寛ぷ翌年改定（墨）／延手竺斗再改（青）」

と扉に記す。「朱書皆蕃政所記／青書亦然」と

して朱・青書込み多し。見返しには「清茂」な

る人による札あり。末了，「門人蕃政」｛青）の

識語のあとに「天明二年春三月羽鳥三左衛門清

茂写之」と朱で記されている。内容は三巻に分

かれており，上巻 f喪祭大指J, 中巻「祭杷儀

節」，下巻「喪葬儀節」。

1-86キ2 よ百八十八θ 20銭

セ ジケンモンロクシヨヘン

31209 世事見聞録初編上・中・下

大 11快3冊

武陽隠士某著・自序

写本 文化13序
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一随筆写本追加ー

みあり。

1-84セ 1 乙三百六拾全三θ 25銭

ピヤウキウワ

31210 尾陽奮話ー～七

下傑行信著・自序

写本

※五・六・七冊は「附録」。序に日く 「此書は尾

府の古事を相記し以て家の配事とす」。

半 1峡 7冊

5-15ヒ2 ゆ六百拾回全七 1円

ケyザンジヤウォンキ

31211 兼山浄音記 半 1秩1冊

憲春上人「口説」，弟子憲演千手院正随「筆受」，海

潮沙問鎮叡曳湛神殿 享保20殿

※「濃州可児郡，兼山，海潮山不断光院浄音寺」

に関する故事来歴を記す。

1-22ケ1 よ八百六十五 20銭

ザウハ7キキヤウ

31212 草法亀鏡

写本

※表紙改装。書道。朱入り。

8-43ソ7 大惣番号札原欠か 20銭

半1冊

モズノタザタキ

31213 鶏の草くき壱～五

西村樺咲著・自序

写本

半5冊

天明 7序

※俳譜など文事中心の随筆。

10-05モ1 め八拾三全五 50銭

プゲ 7ザツワ

31214 武業雑話付・二～六 半 11快6冊

尾陽結城之末藤原（上田）英益著

写本

※内題には「初編」と角書あり。大惣の半紙を使用。

5-63フ2 め七拾五番全六 50銭

キyセイエ ドチヨモ y ジ7

31215 近世江都著聞集査～四半l略ゐF
明和9写か

写本

※『図書総目録』によれば，馬場文耕著・宝暦7

序というが，本書iζ序はない。

4-47キ6 み七拾七全四冊 20銭
フミグル 7

31216 婦実久留満上・下 半 1秩 2冊

写本

※内題「世俗婦実久留満」。女性の逸話を集めた

書。表紙「全弐」の小札あり。

4-47フ2 み仁コ拾壱全弐冊 20銭
ハタカタモンジシ7

31217 薄覚聞事集ー～五｛附半1需品F
僚舎著・自序，臣ト熊序 寛政6自序，同7序

写本

※大惣の半紙を使用。俳譜・武家関係の随筆。連

句を含む。

4-41シ2 み六拾九全五冊 40銭

キ記判来
円
往コ狐…

鰍
一
野

川
麦
ぺ著

8

毛

幻

老

訂

廃
冊
）
成

l
m
3
 

半
u
治明

写本

※内題「麦秋妖狐今勢記」（正篇）， 「麦秋妖狐の

世之中酒色戒之記」（後篇）。正・後篇合綴，表

紙改装。正篇題簸に「日記之内午之皐月」と書

込みあり。本文と同筆で「大野屋蔵書」とある。

1-84ハ 2 大惣番号札原欠 5銭
ホ夕方イイダン

31219 北海異談ー～四

写本

※海外事情。

半 1秩 4冊

5-13ホ1

大惣番号札剥落（題議に「θ」とある） 25銭

ヲロチモノガタリコウへン

30608(2）蛇物語後編一～五 半1峡5冊

松亭金水著，静粛英一画，静軒居士宅蜘 40 

天保10序，同11刊

名古屋玉野屋新右衛門（巾下樽屋町），京河

内屋藤四郎（寺町仏光寺角），大坂河内屋茂

兵衛（心斎橋博労町角），江戸菊屋幸三郎（馬

喰町四丁目）

※内題「欺警蛇物語第二輯」。

4-41ア89 ら三百弐拾九。

7 9ワケガミ
骨面。 ヲロチモノガタリ

30608(3) 善蛇物語第参編一～五

半1峡5冊

松亭金水著，玉蘭粛貞水画，積翠道人序

安政4序，同 7刊

群玉堂蔵梓

※河内屋茂兵衛ほか三都の書埠多数の名が記され

ているが，省略。内題「搬警蛇物語第三輯」。

4-41ア89 ら三百三拾三肩五冊。
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