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ま え が  き

この「原家旧蔵江戸後期芸文資料目録』は文部省より昭和 61年度全国共1同利用

図書購入費 (大型コンクション)の配分を受けて購入し、本学附属図書館に備付

けることになった「江戸明治初期和装本コンクションJの 目録である。

原家は駿河国駿東郡大平村 (現静岡県沼津市)の名主をつとめた旧家である。

この目録の中には原家の人々による写本が多く見受けられる.。

書写年     書写者         書写年     書写者

寛政12(1800)原為明      ) 嘉永 1(1848)原重株

文化 5(1808)原為明           2(1849)此 君園雨窓

文政 7(1824)原英 (十三才写之とあり)  3(1850) 原此君亭  '
8(1825)原佐治馬英         4(1851)原 此君亭

9(1826)原英 (3点 あり)           原重光

10(1827)原英 (2点あり)      6(1853)原 重株 知喜 重久

12(1829) 原子明 (4点 あり)          此君園雨窓

13(1830) 原子明 (4点 あり)     7(1854)原 佐重 (2点あり)

天保 2(1831) 原子明                 原此君亭

5(1833)原子明 (2点 あり)   (不 明)   原子明

14(1842)原佐治右工門主 (原重株)       佐次

弘化 4(1846)原佐丘知喜       (明 治期)  原弧轡

寛政 12年から嘉永 7年の約 55年間に原家の 12名 (異名同人と思われる者も含

む)が写本を作成している。原重株、知喜、重久による写本『真書太閣記』のご

ときは 122冊にも達している。この原家の人々の書物の収集、写本の作成に対す

る情熱は、現代の私たちに強く考えさせられるものがある。

江戸後期を申心とした往来物から文芸書 (俳諧物が多い)を主としたこのコン

クションが、原家のご厚意を得て本館に収蔵され、目録が作成されたことにより、

学内外の研究者が広 く利用され、多くの成果をあげられることを期待する次第で

ある。

昭和 63年 3月

静岡大学附属図書館



『原家旧蔵江戸後期芸文資料目録』によせて

いち  ろう

一 郎

昭和 61年度図書資料 (大型コンクション)と して、静岡大学附属図書館に く原

家旧蔵江戸後期芸文資料〉が蔵されることとなった。江戸後期を中心に明治期に

まで及ぶ全 451点 1,281冊におよぶ厖大なコンクションである。静岡県駿東郡大

平村の旧家、原家に代々伝来されていたものである。

私も、未整理の段階であらあら拝見させていただいたが、特に私の専門とする

俳諧資料の中には、後述するごとく、学問的にすこぶる価値の高い資料が入って

いて、大いに瞳目させられたものである。しかも、俳諧という一ジャンルに限られる

ことなく、歌書、江戸後期戯作類、絵画論書、茶道論書、地誌、仏書、国学関係

書、随筆、辞書、そして自然科学書にまでおよぶ、広い範囲にわたっての魅力あ

ふれるコンクションであるだけに、日本史学、日本文学の研究者のみならず、多

方面の研究者にとっても、垂涎の的たる資料、決して少なくないと思われるので

ある。研磨すれば光 り燿 く原石埋蔵の小山である。

しかして、今、ここに、静岡大学附属図書館専門員春山俊夫氏のご尽力によっ

て『原家旧蔵江戸後期芸文資料目録』が、短期間のうちに完成、配布されること

は、本コンクションを、今後大いに利用させていただこうと思っている者の一人

として慶賀に堪えない。

この目録の完成を契機として、学内外のあらゆる専攻の具眼の研究者によって、

本コレクションが大いに活用され、それぞれの学問の進展に少しでも寄与し得る

ものとなることを、心より願って止まない。やゃもすれば看過されがちな資料の

中にすぐれた価値を見出だし得るか、否かは、ひとえに研究者の力量にかかうて

いる。不揃本の多い、かならずしも上々のものとは言いにくい本コンクションで

あるが、具眼の研究者によって新しい角度より光が当てられることによって、本

コレクションの一点一点が、予想外に大きな意味をもつものとして、いろいろな

学問分野で蘇生するのも、決してそう遠い日でないのではなかろうか。そうなれ

ば、本目録の作成者春山俊夫氏の労も報われようというものである。研究者諸賢

の大いなるご利用を心よりお願いしておきたい。
・                ※

ここに、私の専Flで ある俳諧という小さなジャンルに限つて、本コンクション

の魅力のはんの一端を紹介することで、この蕪雑な文章の責を果させていただく

ことにしたい。

授
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ツト諧関係での本コンクション中のぴか一 (と いう俗語を使うが、これこそまさ

に俳諧なのである)は、何というても行 軸 (浩 洲)編の『享保壬子歳旦』(板本)

であろう。いわゆる歳旦帳である。歳旦帳は、江戸時代を通して、各流派の俳人

達によって毎年発行 (出板)さ れた新年のめでたい挨拶句帳であり、今日の年賀

状のごとき役割をはたしていたものである。年賀状が前年に書かれるのと同じよ

うに、歳旦帳に掲出する新年の作品 (俳句)も 、前年の暮近くに用意されたもの

が多かったのである。

『享保壬子歳旦』、享保壬子、すなわち十七年 (1732)正月の刊行。編者 (発信

人)行軒 (浩洲)は、享保期江戸俳壇の中心人物浩徳の弟子、江戸の人。師の浩

徳は、四十七士申のタト人子葉 (大高源五)、 春帆 (富森助右衛門)等のタト諧の師と

してあまねく知られていよう。芭蕉や其角とも交流があつた (ち なみに、本コン

クションには、赤穂義士関係の資料も何種類か散見し、私など、大いに注目して

いる)。
ひもと

ところで、『国書総目録』を繕いても、本書 (『享保壬子歳旦』)の記載は見られ

ない。天理図書館綿屋文庫蔵の同じ享保十七年の『壬子歳旦』が見られるが、こ

ちらの編者は、浩山で、明らかに別の本である。念のため『綿屋文庫連歌俳諧書

目録』(昭和 29刊)を繕いてみたところ、浩山編の『壬子歳旦』は、中本 (美濃

本の半分の大きさの本)であつた。本コンクションの浩洲編の『享保壬子歳旦』

は、横本 (縦よりも横の長い本)仕立てである。歳旦帳は、本コンクション本の

ように、横本仕立てのものが多いのである。ということで、本コンクション蔵の

『享保壬子歳旦』は、日下のところ天下一本という稀朝の書であったのである。

が、私が『享保壬子歳旦』に注目しているのは、稀親の書の故ではない。その
しこう

内容である。享保十七年という年は、前年に蕉門 (芭蕉門)き つての論客支考が

没し、そして、この年には芭蕉のパ トロン的存在であった杉風 (芭蕉の く古池〉

旬の舞台となったその古池の所有者である)が没するというように、俳壇の交代
.期

であった。そこにおいて『享保壬子歳旦』は、当時の俳壇の、通説とは異なる

微妙な交流関係を窺わしめ、大変興味深い資料となっているのである。

すなわち、『享保壬子歳旦』を繕 くと、巻頭に編者浩洲 (行軒)の く眉根よし山

二面か みゞ餅〉の句を発句とする浩洲・浩瓜・宗瑞の三ツ物 (発句・脇。第二一下歳

旦句は、三ツ物が通例である)が見える。編者でもある浩洲は、当時の江戸座俳

諧の旗手であり、比喩体なる俳風で一世を風靡していた。浩瓜は、詳かにし得ない

が、編者浩洲と同じく、浩徳門であろう。あるいは浩洲の弟子かもしれない。そ

して注目すべきが、宗瑞である。なぜならば、この宗瑞、前年の享保十六年 (1731)、

『五色墨』なる俳書を出して、浩洲を中心とする江戸座俳諧を厳しく批判した人



物として俳諧史上高 く評価されているのである。その宗瑞と浩洲との一座興行で
あるから、驚きを禁じ得ない。なお続けて『享保壬子歳旦』に目を通していくな
らば、一人宗瑞に限らず、『五色墨』の他のメンバーである蓮之や処尺も力iわ って、
浩洲一派と三ツ物を試みているのである。この摩訂不思議な江戸俳壇交流図をど
のように理解し、受けとめたらよいのであろうか。とにかく、軽 ・々に結論を許さ
ない注目すべき事象であることだけは明らかである。そして、そのような学問的
にスリリングな事象を提供してくれるF享保壬子歳旦』が、本コレクションにひっ
そりと眠っていたのである。私自身、今後、この「原家旧蔵江戸後期芸文資料目
録』を繕きながら、さらに、いくつかの新事実の発見ができるのではないかと、
今から期待に胸を躍らせている。近時、俳諧資料が、民衆史の視点よりも注目さ
れてきた。その点でも、江戸後期に集中する本コィクションの俳諧資料の活用価
値は、かなり高いのではないかと思われる。

・
※

整理の段階で、また目録作成の段階で、俳諧関係の資料に限って、 |ま んの少し
だけお手伝いさせていただぃた機縁をもって、春山俊夫氏に請われるままに、浅
学非才をも顧みずに、私の興味に引き付けたかたちで本コレクションの一端を紹
介かたがた、本目録の序とさせていただぃた。贅言、御寛恕を請う次第である。

(人文学部人文学科教授)
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1.書名および読みは『国書総目録』(岩波書店昭和 38-47年刊)_を準拠した。

2.記入の右肩に付した記号は請求記号 (分類・図書記号)である。

分類は日本十進分類法新訂 6A版により、図書記号は日本著者記号表による。

3.配列は本体を分類順に巻末に書名索引 (五十音順)を付した。



: H031 F93 1(1)

絵入智恵の環 初編上 古川正雄著

明治 6(1873)
210丁 図版 22血 和装本

明治 3年版の改正再版

H031  Ta13  1,3-8

絵本通宝志 巻 1, 3-8 橘有税画

浪華 称勧堂 享保 14(1729)

8冊 図版 23 cm 和製本

柱に「写錦袋後編」とある

H031.2  Mi38  1-3

好古類纂 1-3 宮崎幸磨編

東京 好古社事務所 明治 34(1901)

3冊 図版 23 cm 和装本

H031.2 Ki68 4-6(1-2)

嬉遊笑覧 巻 4-6 喜多村信節撰

我自刊我書屋  〔明治期〕

4冊 23 cm 和装本

巻 6は上下に分冊

H031.2 Ki68 10(1-2)
嬉遊笑覧 巻 10(上下) 喜多村信節撰

我自刊我書房  〔明治期〕

2冊 23 cm 和装本

H041  1)83  1-3

偶評今体名家文抄 巻 1-5 土居光華編

甲府 内藤伝右衛門 明治 11(1878)

3冊 23 cm 和装本

H041 D83 2(1-3)
偶評続今体名家文抄 巻 1-5 土居光華編

東京 小林新造 明治 10(1877)

3冊 23 cm 和装本

H049.l  Ta87  1-3

俗説贅耕 上中下  〔谷秦山 (重遠)著〕

平安城 茨城多左衛門 正徳 6(1716)

3冊 23 cm 和装本

H049。 l Ta87 a(1-2)

俗説贅辮 続編上下 谷秦山 (重遠)著
平安城 茨城多左衛門 享保 3(1718)
2冊 23 cln 和装本

東 洋 哲 学

H121.25  Mo88

答間録 本居宣長著 千村仲雄訂

名古屋 永楽屋東四郎  〔江戸期〕

39丁 26 cm 和装本

跛 :鈴木眼          ,

H121.26  H68  1-4

出定笑語 巻 1-4 平田篤胤著

〔江戸期〕
4冊 25 cm 和装本

H121.26 H68 1(1-2)-2
平田篤胤著出定笑語附録 巻 1-2

文化 14(1817)序
3冊 23 cm 和装本

H121.26  H68  2-3

玉欅 巻 2-3 伊吹廼屋著

〔江戸期〕
2冊 27m 和装本

題嬢に「多満大須幾」「玉多数吉」とある

H121.26  H68  5-9

玉欅 巻 5-9 伊吹廼屋著

〔江戸期〕
5冊 27 cm 和装本

題察に「玉手綴」「多満太須幾」「玉多数吉」「他

末陀春伎」とある

政談 巻 1-4'
写 〔江戸期〕
411  24cm

H121.67 026 1-4
物部茂郷著

和装本

要語俗解 上下 荒野耕閑著

文化 3(1806)序
1冊 23 cm 和装本

記総

H122  A64



間合早学1間
‐

巻上 大江資衡著
明和 3(1766)序
15丁 23 ctrrl 和装本

H123
経典餘師 1-8 漢百年 (世尊)

大阪 柏原屋典左衛門 寛政 6

8冊 23 cm 和装本
1。 大學
2-5.論 語 1-4
6-8。 孟子 1-3

H123.8  Sh91  3-4
四書大全説約合参正解 巻 3-4

〔江戸期〕
2冊 26 cm 和装本
題察、柱に「四書正解」とある
巻 3-4 中庸 天地 (宋・朱嘉撰)

H123.81 Sh99
大學章句 宋・朱喜撰 後藤点

〔江戸期〕
17丁 25 cln 和装本
題嬢に「新刻改正大學」とある

H123.82 Sh99
申庸章句 宋・朱嘉撰 後藤点

〔江戸期〕
37丁 25 cln 和装本
題察に「新刻改正申庸」とある

H123.83  1)49
論語古訓 巻 1-10 太宰春台撰
江都 須原屋新兵衛 元文 4(1739)
1冊 28 cm 和装本

H123.83 Sh99 2L4
論語 巻 3-10 宋・朱嘉撰 後藤点

〔江戸期〕
3冊 25 cm 和装本
題察に「新刻改正論語」とある

H123.84 Sh99 1-4
孟子 巻 1-14 宋・朱喜撰 後藤点
平安 北村四郎兵衛 〔ほか〕 文久 4(1864)
4冊 25 cm 和装本
題簸に「新刻改正孟子」とある

心 理 学

H148  A33
三世相日用宝鑑 暁鐘成編画
浪華 石倉堂 〔江戸期〕
64丁 図版 1l cm 和装本

H148.l  N76  1-2
人相独稽古 上下 村上五雄校正 橋本玉蘭画
東都 金幸堂 安政 3(1856)
2冊 図版 22 cln 和装本

H122 018 1

Ta87 1-8
著

(1794)

H123  Ta87  10
経典餘師 10 漢百年 (世尊)著
大阪 柏原屋典左衛門 寛政 6(1794)

和装本34T  23 cln
10。 中庸

H123 Ta87 1-8
経典餘師 詩経巻 1-8 漢百年 (世尊)著

大阪 柏原屋興左衛門 〔ほか〕 寛政 5(1793)
8冊 23 cln 和装本 峡入

H123.3 Sh99 1-4
詩経集注 巻 1-8 宋・朱喜撰
豊雪斎道伴  〔江戸期〕
4冊 27 cm 和装本

H123.7 Koll
孝経 漢・孔安国伝
江戸 書津嵩山房 天明 8(1788)
16丁 26 crn 和装本
扉裏に「古文孝経」とある

H123.7  Ta34  1-2
絵本孝経 上下 高井蘭山著 前北斎卍老人画

東京 須原屋新兵衛 元治 1(1864)
2冊 図版 23 cm 和装本

H123,8  Ko43  3‐ 6

康熙欽定四書解義 巻 3-6 大郷穆注
大阪 修道館 明治 17(1884)
6冊 23 cm 和装本
巻 3-6 論語 巻 1-6



倫 理 学

・   H156.4  198

武士訓 巻 1-5 井沢幡龍著

平安 茨城多左衛門 正徳 5(1715)

2冊 23 cm 和装本

H157.2  To58
報徳記 巻 1-8 富田高慶述

東京 大日本農会 明治 18(1885)
8冊 23 cm 和装本

農商務省蔵版

H158 W33 2(2)
やしなひ草 二篇下 脇坂弘道著 下河辺拾水画

京都 八文字屋正兵衛 〔ほか〕 寛政 1(1789)

26丁 図版 23 cm 不日装本

柱に「養草」とある

H159  1)83

童子教

喜右工門 〔江戸期〕
1冊 19 cm 和装本

H159  H27
女誠新註 漢・班昭撰 カロ倉井忠珍注

江戸 須原屋伊八 寛政 8(1796)

22,3丁 26 cm 和装本

実語教 童子教

江戸 山口屋藤兵衛 安政 5

16丁 26 cm 和装本

1・ 2

手本むき教訓集

原子明写 天保 2(1831)
1冊 25m 和装本

1-8

明君家訓 井沢幡龍著

平安 茨城多左衛門 正徳 5

39丁 23 cm 和装本

H159 J55

(1858)

H159  Te19

H159。 3  198

(1715)

H159.3  Ka21
家道]‖ 巻 1-6 貝原益軒著

平安 茨城多左衛門 享保 6(1721)
1冊 23 cm和装本

H159。 6

女今川

大阪 河内屋太助 嘉永 6(1853)
1冊 図版 25 cm 和装本

寛政 8年板の再板

H159.6
女今川姫鏡 西川祐信画

京都 宝暦 13(1763)
76丁 図版 26 cm 和装本

066

066

066
実語教 童子教
・
大平村 (駿河)原 重光写
1冊  8× 16 cm 和装本

H159  J55

嘉永 4(1851)
女小学 大石真虎画

大阪 敦賀屋九兵衛

1冊 図版 25 cm

H159:6

嘉永 5(1852)

和装本

実語教 童子教

江戸 藤岡屋慶次郎  〔江戸期〕
16丁 図版 26 cm 和装本

実語教 童子教

此君園雨窓写 嘉永 2(1849)
1冊 26 cm 禾日装本

H159  J55 H159.6 066
女智恵ふくろ

〔江戸期〕
1冊 図版 24 cm 和装本

H159.6  Ta26
女訓孝経教寿 八隅山人述

江戸 小林新兵衛 文政 5(1822)序
1冊 図版 26 cm 和装本

題鶴に「和漢絵入女訓孝経教寿」とある

H159  J55



H171  Ma88  1‐ 5

神武権衡録 巻 1-10 〔松下郡高著〕

大平村 (駿河)原 子明写 文政 13(1830)

5冊 27 cm 和装本 峡入

H175。 9  Ka25

請柿本神祠再建之状

〔江戸期〕
2をに  251cm 和装本

H175。 937 So26
曽我,両社勝名荒神霊宝録

箱根山 (相州) 金剛王1院 寛政 4(1792)
4枚 24 cm TEl装本

H 175。 951  Ka21
甲斐国御嶽山lEI親宮建宝物之略記

弘化 3(1846)      
・

20丁  26 cm 和装本

H176。 9 031
二等神葬祭式 大井菅麿編

静岡 三省堂 明治 7(1874)
23丁 図版 23 cm 和装本

校 :平山陳平 葉若清足

H182.8  Y19
釈迦御一代記図会 山田意斎雙編 前北斎卍人画

京都 越後屋治兵衛 〔ほか〕 弘化 2(1845)
1冊 図版

‐25 cm 和装本

扉裏に F釈尊御一代記図会」とある

H183 D82 1■ 3

仏祖三経指南 上中下 道需著

東京 明教書痒 明治 10(1877)

1冊 26cm 和装本

題嬢に「再刊仏祖三経指南」とある

H184 E62
快馬鞭 円慈著 了慧編 玄妙校

田方 (豆州)龍 沢禅寺 享和 1(1801)
1冊 27 cm 和装本

巻首題に ,「 東嶺和尚偶名法語快馬鞭」とある

H184  H19
法語 白隠著

原為明写 文化 5(18‐08)

1冊 28 cm 和装本

H184  To36  1-3

徳本上人勧誡聞書 上中下 徳本著

京都 天王寺嘉兵衛 〔ほか〕 文政3(1820)
3冊 図版 23 cm 和装本

H184  Ko87  1
孝子善之丞感得伝 巻上

〔江戸期〕
51丁 図版 23L■ 11 和装本

H188.5 Sa66
三州鳳来寺岩本院峯薬師御宝物

〔江戸期〕
3丁 24 cm 和装本

H188:55  Ta21
野山名霊集 巻 1-5 泰円 (妙有)著

〔高野山〕 宝暦 2(1752)

5冊 図版 27 cm 和装本

H18‐8.85  H19

新談議 自隠著

〔江戸期〕
1冊 25 cm 和装本
沙羅樹下蔵板

日 本 史

神   道

教仏

国史称呼訓 巻3 冨敦栄輯
京都 竹岡文祐 〔ほか〕
51丁 18 cm 和装本

H210.03 F51

明治 8(1875)



H210.03  H24
二千年袖塞 初編 浜松歌国編     、

大阪 伊予屋善兵衛 嘉永 2(1849)

1冊 図版 25 cm 和装本

H210.03  H84  3,5

本朝年代記図会 巻 3, 5
皇都 大橋仁兵衛 〔ほか〕 享和 2(1802)

2冊 図版 26 cm 和装本

H210.03  Y48

和漢年契 山崎美成校

大野氏蔵版 万延 1(1860)

48丁 26 cm 和装本

題察に「側補和漢年契」とある

H210.04  Ki93

日本名家史論炒 巻 1-4 清田県編

東京 磯部太郎兵衛 明治 13(1880)

4冊 19 cm 和装本

題察に「増訂日本名家史論紗」とある

H210.04 Ku36
武将感状記 巻 1-2 熊沢淡庵 (正興)編

浪華 称飢堂 正徳 6(1716)序
2冊 26 cm 和装本

柱に「近代正説碑玉話」とあり

小笠原流躾方百ケ條

江戸 山城屋新兵衛

21丁 図版 23 cln

H210.09 022

弘化 5(1848)

和装本

H210.09 022 4
〔諸礼集 巻4 小笠原長時 小笠原貞慶編〕

〔江戸期〕
27丁 26 cm 和装本

題嬢に「万請取渡之次第」とある

H210.09 022 5
〔諸礼集 巻5 小笠原長時 ガヽ笠原貞慶編〕

〔江戸期〕
22丁 26 cm 和装本

題箱に「万躾之次第」とある

H210.09 022 6
〔諸礼集 巻6 小笠原長時 小笠原貞慶編〕

〔江戸期〕
18丁 26 cm 和装本

題察に「書礼之次第」とある

H210.09 022 7
諸礼集 巻 7 〔小笠原長時 小笠原貞慶編〕

野田弥兵衛 寛文 9(1669)

39丁 26 cm 和装本

H210。 1  178  2-3

小学日本歴史 巻中下 石村貞一編 木沢成粛訂

東京 阪上半七 明治 15(1882)

2冊 23 cm 和装本

H210。 l  192  1-5

国史略 巻 1-5 巌垣松苗編

京都 藤井孫兵衛 明治 4(1871)

5冊 26 cm 和装本

H210。 l  192  1-5

国史略 巻 1-5 巌垣松苗編

京都 菱屋孫兵衛 明治 6(1873)

5冊 19 cm 和装本

文政 9年刻の再刻

I1210。 l  LIa66  1-6

続日本外史 巻 1-10 馬杉繋著

東京 坂上半七 明治 9(1876)

6冊 23 cm 和装本

頼又二郎閲

〔諸礼集 巻2 小笠原長時

〔江戸期〕|

25丁 26 cm 和装本

題寮に「酌之次第」とある

H210.09 022 2
小笠原貞慶編〕

H210:09 022 3
小笠原長時 小笠原貞慶編〕〔諸礼集 巻 3

〔江戸期〕
和装本16丁 26 cm

題察に「通之次第」とある



H210。 l R12 1‐12                        H215。 4 F66
日本外史 巻 1-22 頼久太郎著 保岡元吉校     冨士山東面口略縁起
江戸 和泉屋半兵衛 〔ほか〕 元治1(1864)     冨士山東面回社中・ 〔江戸期〕
12冊 23 cm 和装本                1冊  24 cm 和装本
題答に「校刻日本外史」とある

ア ジ ア 史
H210.l  R12  1--12

日本外史 巻 1-22 頼久太郎著

大阪 浅井吉兵衛 〔ほか〕 明治8(1875)                H222.007 R32 1-3
12冊 19 cln 和装本               蒙求 上中下 唐・李渤著

洛陽書林 元禄 7(1694)
3冊 26 cm 和装本

H210。 3 Ko39K     題嬢に「音註蒙求」とある
標註古事記読本 加藤高文著              柱に「補註蒙求」とある

東京 青山堂 明治 28(1895)
79, 102, 86p  23m

H222.01 Soll l-7
立斎先生標題解註音釈十八史略 巻 1-7

H210。 42 A99     元・ 曽先之撰 明・陳殷音釈 明 ◆王逢校
新刊吾妻鏡 巻 2-3                 京都 菱屋孫兵衛 〔ほか〕 元治 1(1864)

〔江戸期〕                     7冊  26 cm 和装本
40,45丁  28 cln 和装本

H222.01 S011 1-7
H210.5 089 2    立斎先生標題解註音釈十八史略 巻 1-7    .

近古史談 後編 大槻磐漢著              元・ 曽先之撰 明 ,陳殷音釈 明・王逢校
東京 小川寛松 明治 30(1897)          京都 菱屋孫兵衛 〔ほか〕 天保 10(1839)
190p 22 cln 和装本                7冊  26 cm 和装本

題察に「標記増補十八史暑」とある

H210.57  T036
水府公献策  〔徳川斎明著〕                        H222.01 S011 4-7
写  〔江戸期〕         .       立斎先生標題解註音釈十八史略 巻4-7
1冊 24 cm 和装本                元・曽先之撰 明・陳殷音釈 明・王逢校

京都 藤井孫兵衛 〔ほか〕 明治 3(1870)
4冊 26 cnl 和装本

H210.59 Ka21     題察に「標記増補十八史暑」とある
海防太平雑書
大平村 (駿河)原 佐重写 嘉永 7(1854)
1冊 24 cln 和装本                           H222.01 S011 1-7

標註十八史略 巻1-7 元・曽先之編
明・陳殷音釈 笠間益三注

H210.627 A47 1-4,a(1-2)    東京 東崖堂 明治16(1883)
別働第二旅団戦記 巻 1.-8附 1-2 安藤定編     7冊  26 cm 和装本

〔明治期〕
4冊 図2枚 22 cm 和装本 峡入

H222.05 G72 1-4
増補元明史略 巻 1-4 後藤世釣編

H213。 7 S063     藤原正臣補 奥野精一注
相州箱根山略縁起                   京都 藤井孫兵衛 明治 8(1875)

〔江戸期〕                     4冊  26 cm 和装本,

8丁 25 cm 和装本                宝暦 1年原版の官許改刻

6



海外新話 巻 2, 5
嘉永 2(1849)序
2冊 図版 26 cm

H222.065  Mi43

〔嶺田楓江著〕

和装本

言己

H281.03 Sh99 1872
袖珍官員録 宮内省

東京 和泉屋市兵衛 〔ほか〕 明治5(1872)
1冊  8× 17m 和装本

H281.03 Sh99 1872
袖珍官員録 陸軍海軍

東京 和泉屋市兵衛 〔ほか〕 明治 5(1872)
1冊  8× 17 cm 和装本

H281.034  Y73

名乗宇彙 養鵞樵夫著

嘉永 4(1851)江戸 英文蔵

和装本32丁 17 cm        )
題寮に「増補名乗字彙」とある

2,5                 H281.04 B17 2(1-5)
続近世崎人伝 巻 1-5 三熊花顛 (思考)編
平安 梅村宗五郎 〔ほか〕 寛政10(1798)

5冊 図版 25 cm 和装本

(正)編の著者は伴高瞑

H281.04 G47
義士銘々伝

〔江戸期〕
40丁 23 cm 和装本

題嬢に「元禄板 義士銘々伝 其角誹諧入」と

ある

I1281.04 1/1u71  1-2

赤穂義人録 巻 1-2 室鳩巣 (直清)著
大阪 河内屋卯助 〔ほか〕 慶応 2(1866)激
2冊 25 cIIl 和装本

H281.04  N99
現今英名百首 沼尻組一郎編 鮮芦永濯画

東京 児玉弥吉 明治14(1881)

50丁 図版 12 cm 和装本

H281.04 Sh89
近世孝子伝 城井寿章著 佐藤元長校

北爪有郷画

東京 松村平吉 明治 12(1879)

40丁 図版 23 cm 和装本

H281.04  Y48

勲功草 山崎知雄著

天保 9(1838)序
1冊 図版 23 cm 和装本

題嬢に「武清歴史控」とある

H288.21 H41 1(6,8-12)2(1-3,5)3(1-5)
三楠実録 上 6,8-12 中1-3,5 下 1-5

畠山郡興泰全撰

〔江戸期〕
15冊 26 cm 和装本

H288。 21  1148

鎌倉将軍家譜 林羅山 (道春)著
寛永 18(1641)跛
29丁 27 cm 和装本

伝

H281.04

赤穂四十七士伝 上下 青山延光著

江戸 山城屋佐兵衛〔ほか〕 嘉永 4

2冊 26 cm 和装本

A58  1-2

(1851)跛

H281.04  A58  1-2

赤穂四十七士伝 上下 青山延光著

江戸 須原屋伊八 嘉永 4(1851)
2冊 26 cm 和装本

H281.04  A58
青山延光

萬  〔明治期〕

六雄八将論
           }東京 和泉屋金右衛F:

28丁 26 cm 和装本

巻首題に「侃弦斎稿」とある

H281.04

近世崎人伝 巻2-5〔伴嵩瞑著〕
平安 鶴鶴想四郎 〔ほか〕 寛政 2

4冊 図版 25 cm 和装本

B17 2-5

(1790)



H289。 l H87S
妙海話 佐治為網誌
渡辺半左工門源精写 嘉永 5(1852)
1・m・ 24 cm 和装本
題察に「義士堀部妙海話」とある

H289。 l J52
陣幕久五郎―L師通高自伝 陣幕通高著
東京 明治 35(1902)
62,20p 図版 24 cm 和装本

H289。 l  T036

〔徳川家康述〕東照宮御遺訓
大平村 (駿州)原 英写 文政 10(1827)

和装本11冊 24 cm
題嬢に「東照権現御遺訪日 とある

地誌・紀行

I【 290  Ta29  1‐5

萬国地志要略 巻 1-6 高木恰荘著 岡松甕谷校
東京 奎文堂 明治 12(1879)
5冊 図版 23 cm 和装本

H290  U14  1-10
輿地誌略 巻 1-10 内田正雄編
東京 文部省〔ほか〕 明治 3-10(1870-1877)
10冊 1図版 26 cm 和装本

H290  W49  1-3
地球説略 上申下 樟理哲著 箕作院甫訓点
東京 万屋兵四郎 元治 1(1864)
3冊 図版 26 cm 和装本

H291 N38
兵要日本地理小誌 巻2-3 申根淑著
東京 蒔田愛敬 明治 9(1876)
2冊 図版 19cm i和 装本

題察に「改訂兵要日本地理小誌」とある

H291.03  Ko12
改正日本地誌略字引大全 巻 2 小林義則著
横浜 小林義則 明治 9(1876)
32丁 18 cm 和装本

H291.09  H47
早見道申記
江戸 山日佐助 〔ほか〕
14,14丁 図版 13 cm
宝永1年原板の補刻

(1817)

H291.32 U32 1-5
日光山志 巻1-5 植田孟結編 渡辺華山〔ほか〕画
江戸 須原屋伊八 |〔ほか〕 天保8(1837)
5冊 図版 26 cm 和装本

H291.36  Ki29  2‐ 3,5

続江戸砂子温故名跡志 巻 2-3, 5
菊岡浩涼著

江戸 万屋清兵衛 享保 20(1735)
3冊 23 cm 和装本

H29‐1.36  Mi24

東都仙洞綺話 三木貞一著

東京 九春社 明治 16(1883)
27丁 20 cnl 和装本

題嬢に「東都仙洞餘諄下」とある

H291.36  Mi24
東都仙洞餘諄 三木貞一著

東京 九春社 明治 16(1883)

23,30丁 20 cm 和装本

題簸に「東都仙洞餘諄上」とある

H291.5 078
東海道駅路の鈴 巻2-3,5〔大曽根左兵衛著〕
原子明写 文政 12(1829)

1冊 23 cm 和装本
巻首題に「駅路の鈴」とある

H291.54 Sa67
熱海温泉図彙 山東京山編 岩瀬京水 〔ほか〕画
江戸 山口屋藤兵衛 天保 3(1832)
26丁 図版 22 cm 和装本

H291.62 132
花洛名所図 〔池1田東離編〕

〔江戸期〕
40,13丁 図版 13× 19 cm 和装本

卿躊



H291.62 132
京都順覧記 池田東離編

〔江戸期〕
25丁 13× 19cm TEl装本

題嬢に F花洛名所図」とある

H291.62  132

都縦横町小名 池田東離亭編

京都 竹原好兵衛 天保 2(1831)
70丁 13× 19 cln 和装本

H291.62.A36 4
都名所図会 巻 4(秋里雛島著 竹原春潮斎画〕

〔江戸期〕
67丁 図版 27 cln 和装本

H291.63  A36  1-6

河内名所図会 巻 1-6 秋里離島著 丹羽桃漢画

浪華 森本太助 〔ほか〕 享和 1(1801)
6冊 図版 26 cln fll装本

H291.63 A36 4,8,9,11
摂津名所図会 天ノ498,9,11〔秋里籠島著〕
浪花 田村九兵衛 〔ほか〕 寛政 10(1798)

4冊 図版 27 cm 和装本
天ノ8:河邊郡下
天ノ9:武庫郡 菟原郡

H291.64  U32
兵庫名所記 巻上下 菊屋新右衛門編

宝永 7(1710)跛
1冊 図版 21 cln 和装本

漂流奇談 浜田万次郎述
大平村 (駿河)原 佐重写

1冊 24 cm 和装本

H295。 3  H22

嘉永 7(1854)

社 会 科 学

H320.91 Me24
憲法類編 第 1 明法寮編

村上勘兵衛、小川半七 明治 6(1873)
49丁 23 cm 和装本

第 1 第 1篇 国法部 第 1巻 詔勅條制

H320。 91  Me24  11

憲法類編 第 11 明法寮編

村上勘兵衛、小り|1半七 明治 6(1873)
84丁 23 cm 和装本

第 11 第 1篇 国1法部.第 7巻上 郵駅津港

H320。 91 Me24 17
憲法類編 第 17 明法寮編

村上勘兵衛、小サ|1半七 明治 6(1873)
83丁 23 cm 和装本

第 17 第 1篇 国法部 第 12巻 兵制

H320。 91  Me24  19
憲法類編 第 19 明法寮編

村上勘兵衛、小り|1半七 明治 6(1873)
60丁 23“ 和装本

第 19 第 1篇 国法部 第 13巻下 刑法

H320.91 Me24 2(12)
第二憲法類編‐第 12 明法寮編

村上勘兵衛、小サ|1半七 明治 7(1874)
35丁 23 cm 和装本

第 12 第 1篇 国法部 第 8巻下 学制

H320。 91 Me24 2(15)
第二憲法類編 第 15 明法寮編

村上勘兵衛、小川半七 明治 7(1874)
19丁 23 cm 和装本

第 15 第 1篇 国法部 第 11巻 外国交際

H320。 91 Me24 2(20)
第二憲法類編1第 2.0 明法寮編

村上勘兵衛、小川半七 明治 7(1874)
16丁 23 cm 和装本

第 20 第 1篇 1国法部 第 14巻下 治罪法

H320。 91 Me24 2(23)
第二憲法類編 第 23 明法寮編

村上勘兵衛、小川半七 明治 7(1874)
27丁 23 cm 和装本

第 23 第 2篇 民法部 第 1巻 人事

H320,91 Me24 2(26-27)
第二憲法類編 第 26-27 明法寮編

村上勘兵衛、小川半七 明治 7(1874)
2冊 23 cm 和装本

第26-27 第 2篇 民法部1第 6■■T訴 訟法



H322.14  Ki61

職原抄 上下  〔北畠親房著〕 清原秀賢校

慶長 13(1603)跛
46948,21丁 28 cm 和装本

H322.15  Ko81
公裁掟法記

写 寛保 2(1742)
1冊 24 Cm和装本

H322.16
新律綱領 巻 1-5

明治 3(1870)序
1冊 27 cm 和装本

H370。 9

延寿庭訓往来絵抄

江戸 若林喜兵衛 安政 4(1857)
60丁 図版 26 cm和装本

H370。 9

世話千字文

江戸 英文蔵  〔江戸期〕
16丁 22 cln 和装本

Sh 69

永代過去帖

大阪 和泉屋善兵衛 〔ほか〕
17,13丁 23 cm 和装本

H386.7 E37

寛政 11(1799)

自然 科 学

H419  Mi73
和漢算法大成 巻 1-9 富城清行著

浪華 河内屋茂八 明和 1(1764)
7冊 23 cm 和装本

題察に「新編和漢算法大成」とある

E62
算法点鼠初学抄

原左丘知喜写 弘化 4

1冊 23 cm 和装本

H419。 l Sa66

(1847)

H419.l  Y65
二一天作 最上流格斎著

Se 97     江戸 森屋治兵衛 〔ほか〕 〔江戸期〕
115丁 図版 18 cln 和装本
巻首題に「新撰早割江戸相場二一天作」とある

_             I1370。 9 Sh99
千字文国字解 梁・周興嗣撰 越元中編

明和 2(1765)序
29丁 23 cm 和装本

370。 9  Te24
庭訓往来

江戸 伊勢屋次助  〔江戸期〕

26 cm 和装本57丁 図版

題察に「尊円親王御家正流庭訓往来」 とある

H370。 9  Te24
庭訓往来 両仮名附 絵抄

文化 13(1816)仙台 西村治右衛門 〔ほか〕
27 cm 和装本51丁 図版

寛政 12年刊の再刻

H382。 l F85 1
風狂山人輯煙花小筆 巻上

酢月楼 元治 1(1864)

和装本27丁  13 cm

10

H460  H81  1-3
鼈頭博物新編 1-3 合信著 小室誠一頭書

東京 稲田政吉 明治 9(1876)
3冊 図版 26 cm 和装本

H460  H81  1-4
博物新編訳解 巻1-4〔合信著〕 大森秀三訳
東京 鷹金屋清吉〔ほか〕 明治2-3(1869-1870)

5冊 図版 18 cm 和装本
巻 2は上下に分冊

童療養育 渡充 (律斎)著
大平村 (駿河) 原重株写
1冊 24 cm 和装本

H493.864  W47

天保 14(1843)

H490。 9 011 1-2
無冤録述 巻上下 〔元・王典撰〕 河合尚久訳編
江戸 前川六左衛門 寛政 11(1799)
2冊 図版 28 cm 和装本



庫

　

冊

恵

写

１

智

H499。 9 B12
食物和解大成 上中下 馬場幽閑著    、

須藤権兵衛 元禄 16(1703)

52,57,26丁 16 cm 和装本
序首題に「日用食性和解大全」とある

H590 C42 1
上巻

〔江戸期〕
23 clrl 和装本

産

H606.7  1)25  1

第二回内国勧業博覧会 列品図録 1

東京 佐々林信之助 明治 14(1881)

21丁 図版 23 cm 和装本

H610。 l  Mi88  1-3,5-7,9,11

農業全書 巻 1-3,5-7,9,11 宮崎安貞著

貝原楽軒側補

京都 茨城多左衛門 〔ほか〕 元禄 10(1697)

8冊 図版 22 cm 和装本

H610。 1 057
農家益 後編坤 大蔵永常著

〔江戸期〕
33丁 図版 22 cm 和装本

H610。 1

培養秘録 巻 1-5,十字号糞培例

佐藤信淵記

織田氏蔵版 明治 6(1873)
・4冊 23 cm 和装本

Sa85 1-4
佐藤玄明述

H610.l  H85T  l-2

荷衣伯連氏法農業二事 上下 津田仙著

東京 青山清吉 明治 7(1874)
2冊 図版 23 cm 和装本

H611.4 Mo21
八木豹之巻 猛虎軒著

原為明写 寛政 12(1800)

1冊 24 cm 和装本

巻首題に ,「 櫂燿必用 八木豹之巻」とある

H611,。 9  Ta34  1-3

農家調‐宝記 1-3編  高井伴寛編

江戸 和泉屋金右衛門 文化6-文政5(1809-1822)

3冊 23 cln 和装本 峡入

題嬢に「新刻農家調宝記Jと ある

H612。 1 A37
算法地方大成 巻 1-5 秋田義一編

大平村 (駿河) 原重株写 嘉永 1

5冊 図版 27 cm 和装本

(1848)

業

H615 Sa85 1-16
草木六部耕種法 巻 1-20 佐藤信淵著

東京 和泉屋吉兵衛 〔ほか〕 明治 7(1874)

16冊 図版 23 cm 和装本

巻 506,巻 9010,巻 11012,巻 15016,は

合本

H646。 l Sh34
鶏族飼養論 此君園凌雲著

明治 21(1888)序
1冊 24 cm 和装本

著者の自筆本

H670.7 Sh95
商売往来

〔江戸期〕
1冊 18 Cm 和装本

題察に「文徳商売往来」とある

H670。 7 Sh95
商売往来

写  〔江戸期〕
1冊 25 cm 和装本

餞饉のつえ 吉田富三郎保哉著

大平村 (駿河)原 子明写

1冊 27 cm 和装本

H611.39  Y86

天保 5(1834)
商売往来絵字引

岡田屋嘉七 〔ほか〕
1冊 図版 18 cm

H670.7 Sh95

元治 1(1864)序
和装本



芸   術

H720 Sh18 1-2
画学南北辮 上下 柴田花守著
東京 島崎源兵衛 i明治 15(1882)
2冊 図版 22 crn 和装本

H720。 l  176  1-3

画洋詳論 上中下 石川鴻斎著

東京 博文館 明治 26(1893)
3冊 24 cm 和装本

H720。 3  Ta89
紫川館蔵書画落款譜 田能村竹田編

安政 5(1858)
3冊 27 cm 和装本

題察に「紫川館書画落款譜」とある

H720。 4  A49
近世名家書画談 上 安西妙菟編

京都 玉巖堂 天保 1(1830)序
25丁 図版 23 cln 和装本

H720。 4 Ta89
山中人饒舌 田能村竹田著
大野鳴石写  〔明治期〕
1冊  17 cln 和装本

H720.8  A31  1-3
古今名家真蹟集 上中下 赤松香雨編
東都 文徳堂 元治 1(1864)序
3冊 図版 27 cm 和装本
題察に「和漢書画古今名家真蹟集」とある

.03  H84H721.
本朝画印伝 上下

〔江戸期〕

和装本図版 11× 16 cm103丁

          とぁる巻首題に「本朝画工印伝」 (

H721.03  Ka58  1-2
本朝画家人名辞書 上下 狩野寿信編
東京 大倉保五郎 明治 26(1893)
2冊 24 crn 和装本 峡入

H721.03
名印部類 サ|1崎千虎 松屋四郎編

東京 春陽堂 明治 25(1892)
33丁 図版 24 cm 和装本

H721.03
明治画家略伝 渡辺祥次郎編
東京 鴻盟社 明治 17(1884)
82丁 15 cm 和装本

Ka 97

W46

H721.08 G99
山家画譜 玉英画

〔明治期〕
10丁 図版 18 cm 和装本

H721.08  Ma79
半山画譜 松川半山画

東京 一二三館 明治 27(1894)
1冊 図版 23 cln 不口装本

H721.08 Me25
名家書画帖 坤

江戸 上総屋惣兵衛 〔ほか〕 天保 7(1836)
1冊 図版 23 cm 和装本

H721.08
名人蘭竹画譜 中沢景山編

名古屋 寺沢松之助 明治 12(1879)
2冊 図版 27 cm 和装本

題察に「蘭譜」「竹譜」 とある

H721.08
名家画譜 人 桃漢先生編

名古屋 永楽屋東四郎  〔江戸期〕
32丁 図版 28 cm 和装本

N46

N89

画史会要 巻 1-6
大阪 大野木市兵衛

6冊 図版 28 cm

和漢名画苑 巻 1-6
大阪 大野木市兵衛
6冊 図版 27 cm

H721.08 069 1-6
法眼春 卜編

〔ほか〕 宝歴 3(1753)
和装本

H721108 069 1-6
法眼春 卜編

〔ほか〕 寛延3(1750)
和装本



H721。 7 Ka95
文鳳角画 文鳳駿声画

名古屋 永楽屋東四郎 寛政 12(1800)序
26丁 図版 23 cm和装本

題察に F河村文鳳筆年申行事」とある

H721.7 Soll
宋紫石画譜 上下 宋紫石画 副孟義編

東都1 須原屋四郎右衛門 明和
.2(1765)

1冊 図版 28 cm 和装本

柱に「花鳥画譜上下」とある

菫721.7 Ta58
寒葉斎画譜 巻 11-4 寒葉斎画
東都 須原屋市兵衛 宝暦 12(1762)
1冊 図版 28こm 和装本

H721.8 Ka88
画本武蔵鐙 画狂老人卍画
江戸 西宮弥兵衛 〔ほか〕 天保 7(1836)
30丁 図版 23 cm 和装本
柱1に「画本魁二編」とある

H721.8  Ka88  1-3
北斎漫画 1-3編  葛飾北斎画
名古屋 永楽屋東四郎 〔江戸期〕
3冊 図版 22 cm 和装本

H721.8  Ka88  7-13
北斎漫画 7-13編 葛飾北斎画

名古屋 永楽屋東四郎 文化14-天保2(1817-1831)

7冊 1図版 22 cm 和装本

・                           H721,8  Ka88
為斎画式 初編 葛飾為斎画

江戸 大和屋喜兵衛 〔ほか〕 〔江戸期〕
14-27丁 図版 23m 和装本

H721.8  Ka88
三体画賦 葛飾戴斗画

江戸 角丸屋甚助 〔ほか〕 文化12(1815)
1冊 図版 22 cm 和装本
題嬢に「葛飾北斎漫画」とある

H721.8 Ka95
禍福任筆 河村埼鳳著

皇都 吉田新兵衛 文化 5(1808)序
26丁 図版・26 cm 和装本

H722.6 C46 1-4
芥舟学画編 巻 1‐ 4 清・沈宗賽述

皇都 山田茂助蔵  〔江戸期〕
4冊 23 cm 和装本
もとの出版年 :乾隆 46年序

H728‐ 。1  114

倣帯帖 米環先生書      ‐ l   i
・原子明写  〔江戸期〕    ‐

1冊 26 cm 和装本           
・

題察に「米葬先生書写」とある

H728:1  197
三体千字文 巌谷一六書
東京 榊原友吉 明治 18(1885)
64丁 26 cm 和装本

H728。 l R12
山陽先生真蹟詩帖 頼山1陽著

東京 沈香書閣 明治 11(18田 )

27丁 21 cm 和装本

H728。 l Sa25 1-3
-体筆陣俵語 巻 1-3 斎藤拙堂編 中沢雪城書
江川仙三郎 安政 4(1857)序
3冊 22 cm 和装本
二重県蔵版

H768.2  113
梁塵愚案抄 巻下  〔T条兼良著〕
大阪 村松九兵衛 元禄 2(1689)
24丁 23 cm 和装本

題答に「新板梁塵愚案抄」とある

H768.3.E37
栄花小謡千年緑 北尾重政画

東都 須原屋茂兵衛 明和 2(1765)
36丁 1図版 23 cm 和装本

題察に「戯楽大全栄花小謡千年緑百番」とある



H791 C31
茶道諺解 宗和之書

写 元禄 9(1696)跛
1冊 27 cnl TEl装本

H791 C31
〔茶道の本〕
写 明和 3(1766)跛
1冊 27 crn 和装本

H791 C31
〔茶道の本〕
写  〔江戸期〕
2冊 27 cm 和装本

H791 F56
和泉坤 藤林宗源書

写 貞享 4(1687)跛
1冊 図版 27 cm・ 和装本

H791  J48
持宝院清雅法師 茶書下

写  〔江戸期〕
1冊 27 cm 和装本

食ヨ田与玄茶書 熊田与玄著

写 寛文 8(1668)跛
1冊 27し... 和装本

H791 Ku 32

H791  Y31
煎茶指南著醸図録 山本誉著

東京 高崎脩助 明治 17(1884)

2冊 図版 15 cm 和装本

・             H793 Se73
挿花初学 天人 千松庵一樹撰

江戸 和泉屋市兵衛 〔ほか〕 文政 2(1819)
2冊 図版 23 cm 和装本

.                   H793 Sh95
松月真古流 上中下

大平村.(駿河) 原子明写 天保 5(1822)
1冊 図版 27 cm 和装本

H796 189
将棋新報 1-4 伊藤宗‐E「編|

東京 山崎清七 明
1治 14(1881)

1冊 23 cm 和装本

H801。 l  162  1‐ 5

偶名遣精義 巻 1-5 -法 老父撰

原子明写 文政 11(18281)

5冊 28 cm 和装本

日 本 語

H810  Ka14
弱動嗣緑 N/栂鷹賜訪研弥撻者口伝 酷 翻

広源正鳳写 天明 1(1781)

1冊 28 cm 和装本

寛延 3(1750)写本の写

H81‐0。 4  Mo88  1-2

詞のやちまた 上下 本居春庭著

京都 菱屋孫1兵衛 〔ほか〕 文化5(1808)
2冊 26 cm 和装本

学語

語意考 賀茂真淵著

皇都 勝村治右衛 寛政 1

1冊 25 cm 和装本

漢字三音考 本居宣長著

皇都 河南儀兵衛 寛政 10

57丁 25 cln 和装本

H811.5 Ka41

(1789)

H811.5  Mo88

(1798)

挿花初学養種 千松算■樹著

江戸 和泉屋市兵衛 〔ほか〕
17丁 図版 23 cm 和装本

題察に「挿花養草」とある

H793 Se73

文政 1(1818) 字音仮字用格 本居宣長著

京都 銭屋利兵衛 安永 5

54丁 26 cm 和装本

H811,56  h4o88

(1776)



I1813  Ka91

永代節用無墨蔵.河辺桑揚編 堀源入斎遺草 堀

原甫再編

江戸 須原屋茂兵衛 〔ほか〕 天保 2(1831)
419丁 図版 27 cm 和装本

柱に「増字永代節」とあ:る

H813  N37
いろは節用集大成 意洲編

大阪 柏原屋興右工門〔ほか〕 文化 13(1816)序

503丁 13× 20 cm 和装本

千町のぬき穂 穂向屋翁著

江都 青雲堂 天保 12.(1841)

152丁 18 cm 和1装本

題嬢に「ちまちの抜穂」とある

H816  Ta6‐ 3

跛

節用集

江戸 須原屋茂平衛 正徳 2

1冊 図版 27 cm 和装本

題嬢に「費林節用字海大成」

H813  W24
和漢名数大金 上田元周編

(1695)京都 元禄 8

13 cm 和装本115丁 図版    .

H813  W24  3
和漢名数大全二篇

嘉永 2(1849)江戸 和泉屋吉兵衛 〔ほか〕
116丁 12 cm 和装本
題察に「図解和漢名数大全二篇」とある

H813
大広五経宇弓1大成 山崎久作著

江戸 英文蔵  〔江戸期〕  :
64丁 13 cIIl 和装本

′

題察に「改政五経字引 後藤点」とある

H813.2
新選四史字引 岡部啓五郎編

東京 大角豊次郎 明治 9(1876)
134丁 19 cm 和装本

H816
女蒙求艶詞 広沢嘉兵衛著

京都 菊屋七郎兵衛 享保 14(1729)

99丁 図版 26 cIIIl 和装本

037

H816.6 B89
文林節用筆海往来

江府 須原茂兵衛 〔ほか〕 宝暦 11(1761)
185丁 図版 27 cln 和装本
柱に「万宝字林文法綱鑑」|と ある

H816.6 F57 1-2
消息文例 上下 藤井高尚著 本居宣長序

大阪 河内屋儀助 文化 2(1805)    
°

2冊 26 cll 和装本

題察に F本居宣長著」とある

H816.6 F64
婦人可見之書物

〔江戸期〕
1冊 図版 25 cm 和装本

書名は初頁の見出しによる

H816.6  Ka54
漢語書状案文

江戸 近江屋若次郎 明治 5(1872)
71丁 19 crn 和装本

表紙裏に「寸書井啓漢語書状案文」とある

H816.6  Ke23
慶玉古状揃

江戸 藤岡屋慶次郎 弘化 4(1847)
28丁 26 cm 和装本

題察に F慶玉古状揃宝箱」とある

H816.6 066
女文翰重宝記

大阪 河内屋茂兵衛 元文 1(1736)
81丁 図版 24 cm 和装本

題察に「新編類衆女文翰重宝記」とある

H816。 6  Ta25
大全消息往来

〔江戸期〕
1冊 18 cm 和装本
扉題に「文章法貝J大全消息往来 濤釈附」とある

H813 Se93

(1712)

とある

Y48

H72



H816.6 Z5
増益古状揃広智海

江戸 岡田屋嘉七 天保 14(1843)
21丁 図版 26m 和装本

H816.8 H48
記事論説文例 上 林退蔵編 伊東静軒校
幸玉堂  〔明治期〕
41丁 12 ch 和装本

H816.8 N37 1,3
幼学今体名家文抄 上下 中村最文編
静岡 広瀬市蔵 明治11(1878)
2冊 23 cm 和装本
申は欠本

H816.8 024 1‐ 3・

和漢名家文章軌範 巻 1-3 小サ|1亮 味岡正義編
甲府 内藤伝右衛Pl明治 13(1880)
3冊 19 cm 和装本

中 国1語

H821.2 B14
字彙 14集 首 1巻末 2巻 明 。梅磨詐撰
鹿角山房 寛文 12(1672)
15冊 28cm TEl装本

H826.6 Y96
新錦増補較正寅幾熊先生尺贖雙魚

巻 1-2, 5-6 明 0熊寅幾撰

〔江戸期〕
2冊 26 crn 和装本
題篠に「尺順雙魚―・三」とある

日 本 文 学

(詩 歌 )

H911.101  113  1-11

増補和歌題林抄.上 (巻 1-3)中 (巻 1二 3)
下 (巻 1-5)
〔一条兼良編〕

皇城 北村四郎兵衛 宝永 3(1706)
11冊 23 cm 和装本

H911.103 096
呉竹集 巻4-8 〔尾崎雅嘉著〕

〔江戸期〕   .
2冊 28 cm 和装本

柱に「呂波詞Jと ある

H911.107  A79  1-7
和歌八重垣 1-7 〔有賀長伯著〕
京都‐若山市郎兵衛 明和 5(1768)
7冊 16cm rll装本           :

H911.135 F68
後拾遺和歌抄 巻1-20 〔藤原通俊撰〕|

江戸 須原屋茂兵衛 〔ほか〕 安政5(1858)
91丁 19cm 和装本

H911.135 162 1-2
古今集々証合鏡 1-2 -法 老人撰

大平村(駿河)原子明写 文政 12-13(1829-1830)

2冊 27 cm 和装本

H911.135  Ko43  1-2
古今和歌集 巻 1-2.0 〔紀貫之等撰〕
寛文 3(1663)
2冊 25 cm 和装本

H911.135  K043  1‐ 2

古今和歌集 巻 1-20 〔紀貫之等撰〕
大平村 (駿河) 原子明写 文政 12(1829)
2冊 23 cIIl 和装本

H911.135  Mo88  5-6
古今和歌集遠鏡 5-6 本居宣長著
名古屋 永楽屋東四郎 〔ほか〕 〔江戸期〕
2冊 26 cm 和装本
巻首題に「古今和歌集巻 14-20遠鏡」とある

H911,147  H99
絵入百人一首

〔江戸期〕
1冊 図版 26 cm 和装本

蓬末百人
=首千代鑑

尾陽 永楽屋東四郎
50丁 図版 23 cln

H911。 147

文政 11(1828)

和装本

H99



H911.147  H99 H911.157 Se72

国花百人一首                    秀雅百人一首 緑亭川柳編 前北斎卍老人画

〔明治期〕             
｀
      江戸 山口屋藤兵衛 弘化.5(1848)

4-50丁 図版 17 cm 和装本           50丁  図版 18 cm 和装本

題察に「国花百人二首 明治廿五年著」とある

H911.158  189

H911.147 H99    侍翠庵和歌 侍翠庵伊藤松軒著

大宝百人一首紅葉錦                  文化 1 (1804)序        :
〔江戸期〕                    11冊  27 cm 和装本         :

50丁 図版 26 cm 和装本

H911.19 Sh12
H911.147 H99    広陵集 巻 5-8 〔芍薬亭長根編〕

手書百人一首                     松斎鶴翁 〔ほか〕 天保 4(1833)・ .

写  〔江戸期〕                   1冊  図版 23 cm 和装本

1冊 24 cm 和装本                柱に「芍薬集」とある          
°

H911。 147  H99N
百人一首 西川祐信画工 斧磨編                       H911・

3 Ke27 1-4
俳諧古今六百題 漢斎阿嚢撰

京都 元文 2(1737) 大津 小川義平 明治 16(1883)

50丁 図版 25 cm 和装本 4冊 18 cm 和装本

題察に「絵入百人一首」とある

H911.147                                              H911・

3  Ma42  1-4

H99S l-2 俳諧発句万代集 栗庵宇山輯

百人一首講義 上下 鈴木弘恭著                         ~事
庵史琴校

東京 小菅松五郎 〔ほか〕

写 明治23(1890)                             
明治 17(1884)

4冊 18 crrl 和装本

2冊 16 cm 和装本

明治 23年 1月 20日 出版女学通信講義録より
H911.3  Mi93

俳諧をだまき綱目大成 〔溝口竹亭著〕
H911。 149 1/1e22

明題和歌全集 1                   
〔江戸期〕

(上下)

〔江戸期〕                     92丁
 16 cm 和装本

1冊 23 cln 和装本
H911.3 n/1i93 2

俳諧をだまき綱目 坤  〔溝口竹亭著〕

H911.157 Ke45  2-5

県門遺稿 2-5                   
皇都 田中庄兵衛 〔ほか〕

清水浜臣編                          
宝暦 2(1752)

110丁  16 cm 和装本

京都 出雲寺文次郎 〔ほか〕 〔江戸期〕 題箱に「誹諧漢和をたまき綱目」とある

4冊 23 cln 和装本

H911.3  N72  1-3

H911.157  Ki39 俳諧古今類題群玉集 春・夏0冬之部 小蓑庵碓嶺

類題草野集 〔木林定良輯〕

江戸 岡田屋嘉七 〔ほか〕
. 

〔江           
輯 過日庵祖郷補校

1戸期〕 江戸 英文蔵 万延 1(1860)

100丁 9X18cm 和装本 3冊  19 cm 和装本

題答に「掌申類題草埜集」とある



H911.307 077N72  1-2H911.3

俳諧附合小鏡 雪中庵蓼太編 雪星観牛家著続枯尾花集 上下 小蓑庵碓嶺選

                       (1775)江戸 紙屋徳八 安永 4東都 英大助 弘化 2(1845)
43丁 18 cm 和装本和装本211  16cコ n

巻首題に「俳諧続‐尾花集」|と ある

H911.33 Sa45 1-2
H911.3 Se24    俳諧七部集 上下 〔佐々間柳居編〕

続今人五百題発句集 秋・冬之部 渉壁為山輯      皇都 筒井庄兵衛 〔ほか〕 文化5(1808)
1英文蔵 弘化2(1845)         2冊 16 cln 和装本東都 青雲堂
                    安永3(1774)年判の再判51,46丁 16 cm 和装本

H911.33 To69H911.3 Sh93 1-2
当流はなひ大全 輝 駕輯著俳諧裾野集 上下 瓦松庵難山編
武江 須原茂兵衛 元禄 4(1691)江戸 万笈堂英大助 嘉永 1(1848)
73丁 11× 17 cm 和装本18 crn 和装本2冊 図版

題察に「駿河名所図会俳諧裾野集」とある
'                   H911.34 Ki56

屋庵校       911・
3 Su25    享

雪漂
趾 fi]|][菫外

四季発句集 花
暑 ぃ潔

"文
化 8t181D   "大阪 藤屋善

76丁 15× 18 cm 和装本

H911`34  Ta88  2

雪申庵蓼太判    ・H tt Ta13螂  探
冨「 Pi5否「 こ][嘉

) 跛6 法橋千翁編             25
清飽 巻 1,4,

〔江戸期〕

和装本3冊 23 cm

題察に「改式大成清飽」巻首題に「新式大成誹              H911.35 A55 1(1-4)諧清飽」とある
                  俳諧発句題叢 前編1 椿丘太節輯

東京 金花堂  〔明治期〕

3 Ta33     4冊  18 cm 和装本H911.
俳諧古人続五百題 春・夏の部 一具庵一具撰

桂林堂 文政 12(1829)序                H911.35 A55 2(1-4)江戸 万笈堂
40,37丁 15 cm 和装本             俳諧発句題叢 後編 椿丘太坤輯
巻首題に「古人続五百題」とある           江戸 上総屋利兵衛 文政 6(1823)

4冊 19 cm 和装本

3 Ta33     
題嬢に「俳譜発句題叢名所」とある′

              H911.

俳諧古人続五百題 春・夏の部 一具庵一具撰

H911.35 B14文政 12(1829)序
40,37丁 15 cm 和装本             逐波集 梅花著 三糧庵波月序
巻首題に「古人続五百題発句集」とある        安政 6(1859)序

30丁 23 cm 和装本

3 To51H911.,                         H911.35 B63
今人五百題 春・夏之部 八雲東涙輯 渉壁干轄校
天保 12(1841)序                安政五百題 秋・冬之部 俳禅居墨芳輯
1冊  16crrl 和装本                江戸 青雲堂英文蔵  〔江戸期〕

83丁 16 cm 和装本巻首題に「今人五百題発旬集」とある

巻首題に「俳諧安政五百題」とある

18



H911.35 C36 1
発句類題雪車道 上 六合庵茶山輯    、

天保 6(1835)序
63丁 18 cm 和装本

H911.35 C53
まどのうち 朝平編 嵐外序

天保 15(1844)序
15丁 23 cm 和装本

H911.35 E39

絵入句集 華山画

〔江戸期〕

36-115丁  図版 23 cm 和装本

36丁 に「春の日の渡にも又春日哉 五梅庵時

李」とある

H911.35 F57 2
海内俳家人名録 下 花屋庵鼎左 五梅庵舎用輯

江都 播磨屋勝五□ 〔ほか〕 万延 1(1860)

1冊 13X18cm 和装本

H911.35 G16
肱枕集 我党編

安政 6(1859)序
1冊 23m 和装本

H911.35  H29

此花集 竹隠窓半舎編

嘉永 5(1852)序
41丁 図版 23 cm 和装本

巻首題に「俳諧此花集」とある

H911。 35  1129  1

椿塚集 上 半湖編

文久 2(1862)序
22丁 23 cm 和装本

H911.35  H93  1-3

文久千三百題 春・夏・秋之部 三戒堂芳卿撰

東京 温故堂 文久 2(1862)序
3冊  18 cm
巻首題に「俳諧文久千三百題」とある

H911.35  H93  1

文久千三百題 春之部 三戒堂芳pll撰

序文久 2(1862)江戸 文苑閣

和装本70¬「   18 cm
とある巻首題に「俳諧文久千三百題」

H911.35  117

朧夜集 一楼編
嘉永 6(1853)江都 須原屋茂兵衛 〔ほか〕

16 cm 和装本20,31953丁
薄荀集、落穂集を合集

H911.35  185

自雲金風集 一炊庵編 矢野己之助画

洛 菊舎太兵衛 文化 11(1814)     ・

1冊 図版 20 cFrl 和装本

H911.35  185

梯月集 一炊庵編

〔江戸期〕
f

l冊 図版 22 cm 和装本

H911.35 J16
三節 落々庵雀隻編

文政 8(1825)
14,13丁 20 cm 和装本

花供養 公成編

安政 7(1860)序
60丁 23 cm和装本

H911。 35  Ka95

H911.35  Ko12

文久新六百題 春・夏之部 菊守園見外撰

江都 奎章閣 文久 2(1862)序
41,32丁 18 cm 和装本

表紙見返に「俳諧文久新六百題」とある

H911.35  Ko12

槻弓集 15編 菊守園見外編

安政 6(1859)序
48丁 23 cm 和装本

桃家春帖 太白堂孤月編

天保 4(1833)
1冊 22 cm 和装本

H911.35  Ko25



H911.35 Ma66
三餘集 増田輝雄 〔ほか〕著 藍翼五渡序
文久 2(1862)序
18丁 23 cm 和装本

H911。 35  R江113

柱石集 壮山編

フア癸重1 (1860)

53丁 23,cln 和装本

H911.35  N98
俳譜苔の花 三山人巴明編
天保 4(1833)序
39丁  22‐ cm 和装本

H911.35 038
花魁集 2編 氷壺編
慶応 1(1865)序
22丁 23 cln和装本

H911.35 042 2
双尾集 乾 鴬鶏舎吾声編 成田素竜画
名古屋 晴月堂如兵衛 万延 1(1860)
28丁 図版 23 cm 和装本

.題察に「尾張略名所双尾集」とある

H911,35 072.
早みどり集 〔鴎斎編〕
文久 4(1864)序
37丁 23 cm 和装本

H911,35 R72
椰之葉集 上 秋琴堂露舟輯

浪華 岡田群鳳堂 安政 3(1856)序
30, 28,T  18し 二..

題簿に F俳諧発句椰之葉集」 とある

H911.35 R96
俳諧発句類衆 青顧慮了輔編
江戸 青雲堂 文化 4(1807)
1冊 18 cln 和装本

巻首題に「発旬類衆」とある

H911.35 Sh69
文久五百題 秋0冬之部 半青居新甫、閑樹園菊雄撰
江戸 青雲堂英文蔵 文久 3(1863)
78,35丁 16 cm 和装本
題察に F俳諧文久五百題」1巻首題に「現存文久
五百題」とある

H911.35 Sh81
霜のひかり 子来居士遺稿

嘉永 3(1850)序
1冊 23 cm 和装本

H911.35 Sh84
俳諧発旬五百題 秋冬之部 春秋庵自雄撰
江戸 万笈堂英平吉 文化 4(1807)跛
43-85丁 15 cm 和装本
題簸に「葛かつら」とある

H911.35 Sh93 2
四海旬双紙 第 2 玉蕉庵芝山輯
文化 14(1817)序
1冊 23 cm 和装本

H911.35 So29 1‐ 4

今人名家類題集 過日庵祖郷撰
江戸 青雲堂英文蔵 嘉永 2(1849)
4冊 18 cm 和装本

H911.35 Sd29
澄月しふ 祖郷編
万延 1(1860)序
41丁 23 cm 和装本

H911.35 So32 2
諸1国名家集 下 笠栖素行編
江戸 1出雲寺文次郎 〔ほか〕 〔江戸期〕
1冊 16 cm 和装本

H911.35 So32
本の葉猿 巣傾 0文起編
万延 2(1861)跛
35丁 23 cm 和装本

H911.35  Ta88
俳譜新五百題 巻 1 日喜庵護物輯
文政 2(1819)序  

・

1冊 19 cln 和装本



H911。 35  Ta88  1-2

俳諧新々五百題 上下 田喜庵護物輯

江戸 青雲堂英文蔵 文政 13(1830)序
2冊 19 cm 和装本

巻首題に「新々五百題」とある

H911.35  Ta88  1

名所発句集 初編 田喜庵護物編 漢斎英泉画

東都 永楽屋東四郎 天保 14(1843)
1冊 図版 18 cm 和装本

H911.35  To27
空蔚集 斗丈編 嵐外序

天保 7(1836)序
26丁 23 cln 和装本

H911.35  To35
漉海苔集 福芝斎得蕪編

〔江戸期〕
1冊 18 cm 和装本

H911.36 A36
俳諧秋の声 第 1-2
東京 万巻堂 明治 29(1896)

1冊 19 cm 和装本

H911.36  H81
現今宗匠撰句百家集 ―名口調のしるべ 鳳井五明撰

東京 加藤正七 明治 16(1883)

50丁 16 cm 和装本

H911.36  113  1

俳諧発句九百題 上 一事庵史琴編

東京 弘文館  〔明治期〕
・
53丁 16 cm 和装本

H911.36 Ka92 1(1-2)-2
日本俳句紗 第 1(上下)-2集  碧梧桐選

東京 政教社 明治 43-大正 2(1910-1913)
311  19cm

H911.36  Ki78  2

古今俳諧明治五百題 坤 橘田春湖| 三森幹雄撰

東旭斎編

東京 江島喜兵衛 明治 12(1879)
112丁  15 cm 和装本

付 :古今俳諧明治五百題人名録

36  Ma74  1-2H911.

俳諧明治千五百題 乾坤 松田聴松編

東京 稲田源吉 〔ほか〕 明治 15(1882)

和装本2 11  16 clrn

巻首題に「題詠俳諧明治千五百題」とある

H911.36 Mi13
雪み くら 壮山編

明治 30(1897)序
1冊 23 cm 和装本

H911.36  L4u24  1-2

俳譜千々の友 乾坤 無界坊淡水編
・

大阪 山田仁三郎 明治 36(1903)
2冊 19 cln 和装本          

・

H911.36 Sa58
さみどり集 天斎楠困序

明治 2(1869)
24,12丁 23 cm 和装本

巻首題は「早縁集」とある

I[911.36  Sh18

湖東集 柴田九峰編

明治 16(1883)序
21丁 16 cm 和装本

H911.38 F95
風流四季の楽

〔江戸期〕
1冊 21 cm 和装本
「双雀庵評月並五句合」など句合を集めたもの

H911.38 H15
俳書秋之部

〔江戸期〕
1冊 21 cm 和装本

「東都名所四季見立旬合」など句合を集めたもの

H911.38  H15
俳諧むら薄

〔江戸期〕
1冊 25 cm 和装本

「双雀庵禾葉評月並五句合亥八月分」など旬合

を集めたもの



H911.38  H91
宝雪庵菓山評月並句合 寅三、閏二月分

〔江戸期〕
61 6丁  25 cm 和装本

I[911.38 Mu56
紫のながめ

〔江戸期〕
1冊 21 cln 和装本

「雪中奄先生評四時混十句言」など句合を集め

たもの

H911.38 Se13
雪中庵完末選月並発句

〔江戸期〕
1冊 23 cm 和装本

句合を集めたもの

H911.38 Sh13
舎用北元撰月並俳句

〔江戸期〕
1冊 20 cm 和装本
「五梅庵評月並」など句合を集めたもの

H911.38 Sh29
時雨窓評月並句合 己1二 11月分

〔己〕
1冊 21 cm 和装本
題篠に「四季類題明治発句集」とある

H911.38  Ts63

月並全集 弘化四1年初夏

〔江戸期〕

和装本1冊 21 cm
「福芝斎得蕪源月次句合」など句合を集めたもの

H911.38  Ts63  1-2

月並発句不断桜 乾坤

〔江戸期〕
2冊 21 ctrrl 和装本
「三園社奉額句合」など句合を集めたもの

H911.38  Ts63

月並発句集 文久年間

〔江戸期〕
和装本1冊  21 cm

「年籠深川八幡宮永代奉額」など句合を集めた

もの

H911.38  W44
鷲頭神社奉額旬集 丁亥の秋

〔丁亥〕三島 香雲堂

和装本3丁 23 cm
企画 :一之、花月、未得、風月

H911.39 Se72
川柳翁撰 宝玉庵三箱輯 歌川俳風狂句百人集

国直画

文英堂 天保 6(1835)序
1冊 図版 18 cm 和装本

(戯 曲)

H912.3  Ka59  1-20

〔観世流謡本 貞享版 1-20〕
京都 山本長兵衛 貞享 5(1688)
20冊 20 cm 和装本

奥付に ｀
此本者観世左近太夫以章旬篤之井加営

流秘密悉今改正者也今世間致奥書謀判偽依令流

布此加朱印者也
″

とある

(1)高砂、日村、湯谷、班女、鵜飼

(2)難波、兼平、千手、卒都婆小町、船弁慶

(3)老松、頼政、井筒、鈴木、羽衣

(4)自楽天、実盛、玉葛、柏崎、融

(5)養老、清経、榮女、葵上、遊行柳

(0 鵜羽、朝長、嬢棄、三井寺、阿漕

(η 志賀、鶴、小原御幸、紅葉狩、梅枝

(8)蟻通、忠度、楊貴妃、本賊、藤戸

月並発句合 八重浪集

〔江戸期〕
1冊 図版 23 cm
題嬢に「八重浪集

H911.38 So31
甲辰 6月 分 清涯奄宗匠撰

和装本
八幡宮月並奉燈」とある

H911.38 So31
双雀奄禾葉月並選 天保年間

〔江戸期〕
1冊 22 cm 和装本
「年籠冬春三句合Jな ど句合を集めたもの

太白堂孤月月並集

〔江戸期〕
1冊 22 cm 和装本

句合を集めたもの

H911.38  Ta22



(9)玉井、景清、杜若、安達原、当摩
‐

001 部郭、殺生石、野官、面萬、自然居士

逸]呉服、八嶋、鴨鳩小町t ttl‖、東岸居士

C21 海1士、鞍馬天狗、定家、暉丸、狸々

C鋤 龍田、教盛、夕顔¬隅囲河t善知鳥

⑩ 春国龍神、船橋、江El、 花筐、源氏‐供養
CD 山姥、通盛、桧垣、富士太鼓、小塩

αO芦刈(:善界、直蕉、通』ヽ町t天鼓

⑩ 右近、女郎花ti関1寺えヽ町t二人部、浮船
OD三輪、安宅、軒端梅、,錦木、雲林院
Q9 自髪、盛久、佛原、道成寺、唐船

1201 賀茂、俊寛、松風、西行桜t誓願寺

H[91213 N56
那須与■宗高

〔江戸期〕
2-20丁 23 cm 和装本

(小 説)

Mu56 1‐2H913.36

源氏目案 上中

〔江戸期〕‐
2冊 28m 和装本

H913‐ 。36  Mu561

源氏物語 20‐ 蝶 式部著〕

〔江戸期〕

103丁 図版 28 cm和装本
20 若菜 下

H913.36 Mu56
源氏物語 23 際 式部著〕
72丁 図版 28 cm 和装本
,23 夕霧

H913,36 Mu56
源氏1物語挿絵 上下

〔江戸期〕

2冊 図版 28‐m 和装本

・    H913.4

平義器談 上下 伊勢貞丈述 平貞春訂

江戸 享保 2(lm2)
16,20丁 26cm和装本

H913.53 Sa65
五臓眼 山過亭主人著

〔江戸期〕     .
1冊 図版 16m 和装本
題察に「手管見通五臓眼Jと ある

H9■ ,譴 N87
鶴毛衣 巻1-4 二酔亭佳雪作 花山亭笑馬閲

〔江戸期〕|              ・

1冊 1図版 22 cln 和装本

巻首題に F鯨舎気質鶴毛衣」とある

商人軍配記 巻2-5
ナ川島信清画

〔江戸期〕
1冊 図版 25 cm

H913852

(江島其積著〕

和装本

E41

一子相伝極秘巻 第3:5
江戸 須原屋伊八 〔ほか〕
13,13丁 図版 23 cm

H913.55.185

1明TE1 7(1770)

和装本

一”

。        H913.55 J53
東海道申膝栗毛 初t四編 十返舎一縄 i

大平村 (駿河) 原子明写 文政 13(1部0)

1冊 22 cm 和装本

題嬢に F道中膝栗毛Jと ある

H913.55 Sh34
式亭三馬著堪忍五郎稚講釈 巻 1-5

瑚ヽりll美丸画

江戸 鶴屋金助 文化 8(1811)

2冊 1図版 23 cm 和装本

H913.55‐  Sh 34

忠臣嚇 氣論 式亭三馬者 歌りl‖國直画

鶴屋金助 文化 9(1812)
36丁 図版 19 cm和装木

駆913.“ Aa3 1,3
豪傑勲功録 巻 1-10 1暁鐘成編画

大阪 河内屋真七 文政 8(1825)
3冊 図版 22 cm 和装本

23
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H913.56  A38  10-13

赤穂精義内侍所 巻 10-13・

写  〔江戸期〕
4冊 25c血 和装本

H913.56  A42  1-5

天草軍記 巻 1-20
大平村 (駿河)原 英写 文政 7(1824)
5冊 23 cm 不口装本

H913.56 B87
武家殺法転輪 巻 1-10
大平村 (駿河)此 君園雨窓写 嘉永 6(1853)

1冊 24 cm 和装本

H913.56 B89 8
松風村雨物語 巻 3 文東陳人著

〔江戸期〕
20丁 1図版 23 cm 和装本
巻首題に「秋月苛翫松風1邑雨物語」とある

H913.56 B89 5
松風村雨物語 巻 5 文東陳人著

〔江戸期〕
27丁 図版 23 cln 和装本

巻首題に「秋月苛翫松風邑雨物語Jと ある

H913.56 B89 1-4
松風村雨物語 後編 巻 1-4 文東陳人著

〔江戸期〕
4冊 図版 23 cm 和装本
題嬢に「穐月寺翫松風村雨物語」とあ―る

H913.56 B89 2(5)
松風村雨物語 後編 巻5 文東陳人著

江戸 加賀屋源助 〔ほか〕 文政 9(1826)
20丁 図版

-23 cm 
和装本

題察に「秋月音翫松風村物語」とある

H913.56

義公黄門仁徳録 巻 1-30
大平村 (駿河)此 君亭写 嘉永 7

5冊 23 cm 和装本 峡入

G43 1-5

(1854)

浜島一代記

大平村 (駿河)

1冊 26 cm

H913.56  H23

原英写 文政 9(1826)

和装本

H9131.56  H47

結本箱根山霊應博 巻4-6 〔速水春暁斎著〕
江戸 須原屋茂兵衛 〔ほか〕 〔江戸期|〕

1冊 図版 22 cm 和装本

石井明道士

大平村 (駿河 )

1冊  23 cm

H913.56

原英写 文政 9(1826)
和装本

175

H913.56 J92
独揺新語 巻 1-5上 熟睡亭主人編

栄松斎長喜画

文化 4(1807)序
1冊 図.版 22 cllll 和装本

巻首題に「復讐古実独揺新語」とある

H913.56  Ka21  1-3
介石記 巻 1-3
写 天保 11(1840)
2冊 26 cm 和装本

_                    H913.56  Ko22  1-5

津摩加佐爾 巻 175 緯山戯編‐

東都1 伊勢屋忠右工門 〔ほか〕 文化 15(1818)

5冊 図版 23 cm 和装本

題策に |「孝子美談 津摩加佐扁Jと ある

H913,56  Ko71  1-49

通俗三国志 巻 1-50 〔湖南文山著〕

京都 吉田二郎兵衛 元録 5(1692)
49冊 26 cm 和装本

H913.56 N48 1-5(1-2)
復讐普通箭 巻 1-5 小林其楽著 岩井北雲画

杉岡嘉輔 文化 15(1818)

6冊 図版 23 cm 和装本

巻 5は上下に分冊



H913.56  N48  1-3

難波戦記 巻 1-3
写  〔江戸期〕

和装本3冊 26 cm

H913.56  N77  1-3

日本忠臣庫 巻 1-10 清・鴻濠陳人訳 鵬斎老人馳

〔明治期〕東京 河内屋文助 〔ほか〕

和装本311  23cm
院本忠臣蔵の漢訳 (乾隆 59年序)に訓点を施し

たもの

H913.56  N84  1-3
巻 1-5 続巻1-6楠正行戦功図会

西村中和画野亭散人考訂

大阪 河内屋真七 文政 3(1820)序
3冊 図版 25 cln 和装本

H913.56 054 1-5
大久保武蔵1鐙 巻 1-25

原子明写 文政 13(1830)大平村 (駿河)

和装本 峡入511  23cm

H913.56 078 1-5
奥州征伐記 巻 1-25

写 嘉永 4(1851)

和装本 峡入5冊 24 cm

H913.56 Sa67
三才 山東京伝 〔ほか〕著

〔江戸期〕
1冊 図版 17 cm 和装本

黄表紙の残片を集めたもの

I1913.56 Sh46 1-9

巻 1-27

和装本 峡入

H913.56 Sh69 1-8,10-12
真書太間記 巻 1-8,10-12編
原重株 〔ほか〕写 嘉永 6(1853)

122冊 24 cm 和装本

I1913.56 Su51

忠孝不全説 義士伝 水高庵古稀翁著

写  〔江戸期〕        '
1冊 23 cm 和装本

H913.56  Ta22
太平箱崎文庫 全

〔江戸期〕
1冊 図版 22 cm

島津琉球軍精記
写 〔江戸期〕
9冊 24 cm

新編水滸蓋停 二編

北斎戴斗老人画

大阪 勝尾屋六兵衛

5冊 図版 23 crn

Ta34  11-15

高井蘭山訳

(1829)

和装本

H913.56

第 11--15

文政 12

和装本

赤城義臣伝 巻 1-14
大阪 河内屋源し郎

9冊 図版 23 clrrl

題察に「扶桑義臣伝」

H913.56 Se29 1-9

〔ほか〕 〔江戸期〕
和装本
とある

H913.56  Ta73  1-10
玉石童子訓 巻 1-5 曲亭主人著

一陽斎後豊国画

大阪 河内屋茂兵衛 〔ほか〕 弘化2(1845)

10冊 図版 23 cm 和装本
題察に「新局玉石童子訓 巻1-10Jと ある

H913。 56 Ta73 11-15
玉石童子訓 巻 11-15 曲亭翁口授

一陽斎豊国画

大阪 河内屋茂兵衛 〔ほか〕 弘化 3(1846)

5冊 図版 23 cm_TE装本

題察に「新局玉石童子訓」とある

H913.56  Ta73  16-20

玉石童子訓 巻 16-20 曲亭老翁著
一陽斎後豊国画

大阪 河内屋茂兵衛 〔ほか〕 弘化 3(1846)
・

5冊 図版 23 cm 和装本

巻首題に「新局玉石童子訪日 とある

題察に「近世説美少年録第七輯巻 1-5」 とある

25

仙台萩 巻 1-2
大平村 (駿河)原 英写

1冊 28 cm 和装本

H913.56 Se59

文政 9(1826)



H913.56 Ta73 1(1-4)
開巻驚奇使客伝 第一集 巻 1-4 曲亭主人著
漢斎英泉画

革玉堂 天保 2(1831)序
4冊 図版 23 cm 和装本
柱は「侠客伝」とある

H913.56 Ta73 2(1-5)
開巻驚奇依客伝 第二集 巻 1-5 曲亭主人著
柳川重信画

大阪 岡田茂兵衛  〔江戸期〕
5冊 図版 23 cm 和装本
柱に「侠客伝」とある

H913.56 Ta73 3(1-5)
開巻驚奇侠客伝 第三集 巻 1-5 曲亭翁手著
歌川国貞画
江戸 丁子屋平兵衛 〔ほか〕 天保 5(1834).
5冊 図版 23 cln 和装本
柱に「依客伝」とある

H913.56 Ta73 4(1-5)
開巻驚奇侠客伝 第四集 巻 1二 5 曲亭翁著
柳川重信画
大阪 岡田茂兵衛 天保 5(1834)序
5冊 図版 23 cm 和装本
柱に「侠客伝」とある

H913.56 Ta73 5(1-5)
開巻驚奇使客伝 第五集 巻 1-5 蒜園主人著
柳川重信画
大阪 岡田茂兵衛  〔江戸期〕
5冊 図版 23 cm 和装本
第一～四集の著者 :滝沢馬琴
柱に「侠客伝」とある

H913.56 Ta73 1(1-5)
近世説美少年録 第一輯 巻 1-5 曲亭主人著
歌川国貞画

~

大阪 河内屋茂兵衛 〔ほか〕 文化 12(1815)
5冊 図版 23 cm 和装本
柱に「美少年録」とある

H913.56 Ta73 2(1-5)
近世説美少年録 第二輯 巻 1-5 曲亭老翁著

葵岡北漢画
大阪 河内屋茂兵衛 〔ほか〕 文化 13(1816)
5冊 図版 23 cm 和装本
柱に「美少年録」とある
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H913.56 Ta73 3(1-5)
近世説美少年録 第二輯 巻 1-5 曲亭主人著
葵岡北漢‐画
大阪 河内屋茂兵衛 〔ほか〕 天保 3(1832)
5冊 図版 23 cln 和装本
柱に「美少年録」とある

H913.56  Ta73
金毘羅船 8編 馬琴作 英泉画

〔江戸期〕
21-40丁 図版 19 cm 和装本

H913.56  Ta73  1
松浦佐用媛石蒐録 前編上中下 曲亭主人著
一柳斎豊広画
費玉堂 ,〔江戸期〕
1冊 図版 23 cm 和装本

H913.56 Ta73 2(1-2)
松浦佐用媛石蒐録 後集巻 1-7 曲亭主人著
漢斎英泉画

大阪 河内屋真七 〔ほか〕 文政 11(1828)
2冊 図版 23 cm 和装本

H913.56  Ta73  2
昔語質屋庫 巻 3-5 曲亭馬琴著
東京 東京稗史出版社 1明治 16(1883)
1冊 図版 23 cm 和装本

H913.56  Ta73  1
夢想兵衛胡蝶物語 巻 1 曲亭馬琴著
一柳斎豊廣画

江戸 平林庄五郎 文化 10(1813)
27丁 図版 23 cm 和装本

H913.56  Ta73  3-5
夢想兵衛胡蝶物語 巻 3-5 曲亭馬琴著
一柳斎豊廣画

江戸 平林庄五郎 文化 10(1813)
3冊 図版 23 cm 和装本
題釜に「夢想兵衛胡蝶物語前編」とある

H913.56  Ta73  1-4
夢想兵衛胡蝶物語後編 巻 1-4 曲亭馬琴著
一柳斎豊廣画

江戸 平林庄五郎 文化 10(1813)
4冊 図版 23 cm 和装本



H913.56  Ta73  1-2

三七全伝南何夢 巻 1-6 1曲亭馬琴著 '

東京 東京稗史出版社 明治'15(18")

2冊 図版 23‐cm 和装本

‐     コ913.56 Ta73 1(1-2)

椿説弓張月 両編1 巻ュー6 1曲言辱琴著

東京 東京稗史出版社 1明治16(1883)

2冊 1図版 23m和 装本

題鶴に「鎮西八郎為朝外伝」とある

H913.56 Ta73 2(1-2)
椿説弓張月 後編1 巻 1-.6 曲亭馬琴著

東京 東京稗史出版社 明治16(1883)

2冊 図版 23cm 和装本

題箱に「鎮西八郎為朝外伝」とある

H913.56 Ta73 1‐ 2

椿説弓張月1続編 巻 1-2 山亭主人著

葛飾北斎画

江戸 平林堂 文化 5(1808)序
2冊 1画版 23 cm 和装本‐

巻首題に F鎮西八郎為朝外伝」とある

H913,56 Ta73 4・ 5

椿説弓張月 続編 巻4-5 由亭主人著

葛飾北斎画

江戸 平林堂 文化15(1808)序

2冊 図版 23 cm 和装本

巻首題に「鎮西八郎為朝外伝Jと ある

H913.56 Ta73 3(1‐2)

椿説弓張周 続編 巻 1-6 曲亭馬琴著

.東京 東京稗史出版社 明治16(1883)

2冊 図版 23‐cm 和藤本

題嬢に「鎮西八郎為靭外伝」とある

. H913.56 Ta73 1
椿説弓張月 拾遣 巻 1 曲亭主人著

葛飾北斎画

平林堂 〔江戸期〕
30丁 図版 23・m frl装本

巻首題に F鎮西八郎為朝外伝Jと ある

H913.56 Ta73 4(1・2)

椿説1弓張月 拾遺 巻1-5 曲亭馬琴著

東京 東京稗史出版社 明治'16(1“ 3)

2冊 図版 23 cm.醸本

題簸に F鎮西八郎為朝1外伝Jと ある   |ヽ

′ 肛 913.56 Ta73 5(1=2)

椿説瑚  残編 巻 1-5 曲亭馬琴著

東京 東京稗史出版社 明1治 16.(1883)

2冊 1図版 "¨  和装本 |
題嬢に「鎮西八郎為朝外伝」とある

H913.56  Ta173

占夢南伺後記 巻1言 4 曲亭馬琴著   °

東京 東京稗史1出蹴 1明治17(1884)

1冊 1図版 23m和 装本

巻首題に「三‐L全伝第二編1占動劃剛舞測 とある

H913Ⅲ 56 Ta81 1-5,7-10
田宮物語 巻 1-5, 7‐10

写 〔YIF~期〕
9冊 22c血 和装本

H913,56 Ta89
但石実記 巻 1-30
大平村 (駿河)此 君亭1閑人写 嘉永 3

15冊 24 cm 和装本 峡入

H913‐ .56

敵中山東物語

大平村 (駿河)原 左治馬奥写 文政 3

1冊 23 cm 和装本

題策に「歌申山東物語Jと ある

H913.57

東姫西姫天童若神子 鳥居清経絵

〔江戸期〕
1冊 図版 18 cm 和装本

黄表紙の残片を集めたもの|

1■ 15

(1850)

Te‐ 3‐1

(1825)

To.67

E913.56 To931 1‐ 9

豊臣鎮西軍記 巻 1-27
此君亭写 嘉永 4(1851)

9冊 24 cm 和装本 軟入



H913.56 Y48 1-10                   H913.58 R12 1-2
赤穂義士伝一夕話 巻 1-10 山崎美成編       弓張月春廼雷栄 第 1-2編 楽亭西馬著

橋本玉蘭画                     ―雄斎国輝画

江戸 大和屋嘉兵衛 〔ほか〕 嘉永 7(1854)     江戸 若林堂 嘉永 4(1851)
10冊 図版 26 cm 和装本             4冊  図版 18 cm 和装本

H913.56 Y48 1-4                 H913.58 R12 5,6(1)
赤穂義士随筆 巻 1-4 山崎美成編         弓張月春廼雷栄 第 5-6編上 楽亭西馬著

橋本玉蘭画                     一雄斎国輝画

江戸 大和屋喜兵衛〔ほか〕, 安政 2(1855)序      江戸 錦昇堂 嘉永 4(1851)-5(1852)
4冊 図版 26 cm                  3冊  図版 18 cm 和装本

題察に F赤城落穂集」とある

H913.58 R12 7-10
H913.57 C49    弓張月春廼雷栄 第 7-10編 楽亭西馬著

智勇春の洋                      一雄斎国輝画

〔江戸期〕                     江戸 錦昇堂 嘉永6(1853)
1冊 図版 22 cln 和装本             8冊  図版 18 cm 和装本

H913:57 E35                    H913.58 R12 13-17
絵本霞の海                     弓張月春廼雷栄 第 13-17編 楽亭西馬著

〔江戸期〕                     歌川国輝、一雄斎国光画

1冊 図版 20 cln 和装本             江戸 錦昇堂 安政 1-5(1854-1858)
10冊 図版 18 crn 和装本

H913.57 E35
絵本写宝袋 巻 3                             H913.58 R12 18■ 19

〔江戸期〕                    弓張月春廼胃栄 第 18-19編 楽亭西馬著
1冊 図版 23 cm 和装本      ・      芳虎画

柱に「写錦袋」とある                江戸 錦昇堂 〔江戸期〕
4冊 図版 18 cm 和装本

H913.57 E35 1-2
絵本大閤記 7編 乾坤                          H913.58 R12 21-22

〔江戸期〕                    弓張月春廼胃栄 第 21-22編 楽亭西馬著
2冊 図版 20 cm 和装本             一猛斎芳虎画

江戸 錦昇堂 文久2(1862)
4冊 図版 18 cm 和装本

H913.57 E35 1     第21編上は1～ 8丁が欠
絵本常盤山 上

〔江戸期〕
1冊 図版 23 cm 和装本                           H913.58 To67

風俗伊勢物語 6編 東里山人著 五雲亭貞秀画

〔江戸期〕
H913.57 H47 1-3     20丁  図版 18 cln 和装本

絵本亀山話 巻 1-10 速水春暁斎画
皇都 鈴屋安兵衛 〔ほか〕 享和 3(1803)
3冊 図版 23 cm 和装本                           H913.59 U96

飛談語 宇津山人菖蒲房著

佐次写  〔江戸期〕
1冊 19 cm 和装本

28



H913.6  Ka43
繍像水滸略伝 鈍亭主人著 一雲斎国久画

東京 近藤清太郎 明治 13(1880)
40丁 図版 19 cm和装本                (漢

文学)

扉題に「絵本水滸略伝」 とある

H919.5  A81
楽我室遺稿 朝川鼎五鼎父著

I1913.8  1131 東京 和泉屋金右衛門 〔ほか〕
大石良雄 (一名蓄積力) 原抱一庵著

〔丁巳〕

東京 博文館 明治 32(1899)                  
和装本34T  23cm

l16p 図版

題察に「善庵詩紗」とある
19 cln(少年文学第 12編)和装本

(随 筆)

H919.5  H44
南郭絶句集 月艮部南郭著 聴雪園主人編

東京 小林新兵衛 寛政 7(1795)
25,84丁 16 ctrn 和装本

H914.5 R98     安永 3年刊の再刻

不の跡 大寂庵立綱著

江戸 角丸屋甚助 文化 14 (1817)

36丁 図版 26 cm H919.5  179  1-2

雲嶺樵響 上下 石世夷希之著

天均堂 天保 9(1838)序
H914.5  N62 1-3 2冊 23 cm 和装本

耳嚢初編 上中下 藤原守信著

写  〔江戸期〕
3冊 26 cm 和装本 H919.5  179

雲嶺樵響問集 石世昇希之著

天均堂 嘉永 6

H914.5 057              (1853)序1-2 3冊 23 cm 和装本

奇説著問集 巻 1-2 大蔵永常著 蹄斎北‐馬画

大阪 河内屋茂兵衛 〔ほか〕             
題鶴に「香国為政」とある

天保 12(1841)

2冊 図版 23 cm 和装本

題察、柱には「田家茶話」とあり H919。 5  Ki46  1-3

近世名家詩紗 巻上中下 関重弘 (仲毅)、

藤田亀 (千載)編
H914.5 057 4-5 京都 額田正三郎 〔ほか〕,万延 2(1861)

奇説著聞集 巻 4-5 大蔵永常著 蹄斎北馬画  1
大阪 河内屋茂兵衛 〔ほか〕             3冊

 23 cm 和装本

天保 12(1841)

2冊 図版 23 cm 和装本

題簸、柱には「国家茶話」‐とあり H919。 5  Ko16  1-2

嚢中錦心 巻上下
｀

台嶺山人校著

名古屋 松屋善兵衛 〔ほか〕
H914.5  Y48 2-4                  

文化 10(1813)
2冊 18 cm 和装本

三養雑記 巻 2-4 山崎美成著

江戸 青雲堂英文蔵 天保 11(1840)

3冊 図版 26 cIIl 和装本 H919.5  Ko39  2
古愚堂詩 乙集 北涙児先生著

r73     j]回
舎 慶応2

H914.5 1                (1866)
養壽軒戯作集 付 角田川               25丁

 27 cm 和装本

大平村 (駿河)原 子明写 文政 10(1827)

1冊 24 cm 和装本



H919。 5 018 1
味物入門 上 玄圃先生原閲 維綺仲熙補輯

平安 錦山堂 文化 9(1812)序
47丁 16 cm 和装本

巻首題に「詩学味物入門」とある

H919.5 089 1-3
磐漢詩妙 巻 1-4 大槻磐漢著

江戸 山城屋佐兵衛 弘化 4(1847)
3冊 23 cm 和装本

題嬢に「寧静閣一集 詩 1-3」 とある

H919.5 R12 1
古文典刑 巻上 頼久太郎著

〔江戸期〕
18丁 19 cm 和装本

H919.5 R12 1-4
山陽詩抄 巻 1-4 瀬山陽著 後藤機校

谷壮太郎註釈

東京 松田幸助 明治 14(1881)

4冊 12 cm 和装本

H919.5 Sa94
吟香集 沢桂晩香著

凝碧館 天保 11(1840)序
1冊 14 cln 和装本

H919。 6 A72 2(1-2)
七曲吟社詩 巻 5-8 有馬則興 関三―編

東京 東生亀次郎 明治 18(1885)

2冊 23 cm 和装本

題寮に「七曲吟社詩二集 乾坤」とある

H919.6  N46
弊需集 中里日勝著

東京 園通寺 明治 43(1910)
29丁 25 cm 和装本

H919:6 068
明治詩大家集 大沼枕山 江馬細香 〔ほか〕著
原孤轡写  〔明治期〕
1冊 25 cm 和装本

中 国 文 学

―韻府一隅 平声 巻 1-8
申井乾斎校

東京 文栄堂 〔ほか〕
2冊 13 cm 和装本

H921 G19 1-2
清・顔愁功輯

文政 10(1827)序

H921  Koll
古文真宝 宋・黄堅撰

山田市郎兵衛 寛文 10(1670)
2冊 28 cm 和装本

巻末題に「魁本大字諸儒箋解古文真宝」|と ある

H921  Ma66  1-4
・古文後集餘師 1-4 増田春耕著

東都 須原屋茂兵衛 〔ほか〕 文化 8(1811)
4冊 22 cm 和装本 峡入

題察に「古文餘師 後集之部」とある

H921  Mo45  1-4
古文前集餘師 1-4 森伯容訳

東武 須原屋茂兵衛 〔ほか〕 天保 7(1836)
4冊 23 cm 和装本 峡入   .
柱に「古文餘師」とある

岡本東皐校

H921 R98 1-4
詩韻含英異同辮 巻 1-4 清・劉文蔚編

大阪 河内屋茂兵衛 〔ほか〕 嘉永 2(1849)
4冊 18 cm 和装本 峡入

H921  Ts91  1-2,4-5

絶句類選 巻 1-4, 7-10 津阪東陽編

東京 磯部屋太郎兵衛 明治 13(1880)
4冊 12 cm 和装本

題察に F絶句類選評本」とある

H921.4 R32 1-2
唐詩選 巻 lT5 明 0李攀龍撰 服部南郭考訂
江戸 嵩山房 万延 2(1861)
2冊 23 cm 和装本



唐詩選国宇解

服部南郭述

〔江戸期〕
23, 21丁

H921.4 R32H
巻 3-4 明・ 李攀龍撰

23 cm 和装本

H921.5 H81 1-4
方正学文粋 巻 1-6 明・方孝儒撰

村瀬誨輔編

大阪 河内屋茂兵衛 〔ほか〕 文政 12(1829)

4冊 22 cm 和装本

H921.6 011
湖海詩伝妙 巻 1-2 清 0王爬原編

サ|1囃臨

鴻巣 (埼玉県)長 島為一郎 明治 12(1879)

2冊 24 cm 和装本

H923.5 C46
通俗水滸後伝 巻 1, 3 清・陳rlk撰

松村操編訳

東京 兎屋誠 明治 15(1882)

24,28丁 図版 23 cm 和装本

H923.5 H44 1(1-2)
勧懲繍像苛談 第一編上下 服部撫松編

東京 九春社 明治 16(1883)
2冊 19 cm 和装本

今古奇観のうちより四編に訓点したもの

新聞雑誌 第 1-6号
東京 日新堂 明治 4

1冊 23 cm 和装本

新聞雑誌 第 49-52号
東京 日新堂 明治 5

1冊 23 cln 和装本

聞

HZ―S

(1871)

静岡新聞 17-22
静岡 提醒社 明1治 7

1冊 23 cln 和装本

HZ―S

(1872)

HZ―S

(1874)

新
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