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書誌情報の収集を試みるものである︒具体的には図版とし

これは古書犀の売り立て目録を書物の情報源とみなし︑

典会が昭和四十五年の十一月中に入札市を二度にわたって

に入手した資料のなかに︑今回の︹１︺を見出し︑東京古

の昭和四十五年十一月の入札目録を載せた︒ところが新た

﹁年報﹂二十号︵平成十三年三月︶において︑東京古典会

古書目録に見る耆影︵四︶

て掲げられる書影から版本に限って情報を読み取り︑表示

○

ぜ

渡辺守邦越後敬
士屋順子渡邊亜

してみた︒情報として添えられた解説︵本稿では仮に﹁目

開催していたことを知り驚いた︒

く

枡型全一五九ページ図版に解説を添えて書目を省

﹃稀観書入札図録﹂

皿東京古典会昭和四十五年十一月

ルも違う︒

をここに引用すれば︑次のごとくであって︑書型もタイト

﹁年報﹂二十号に紹介済みの目録について︑そのコラム

録﹂と称する︶から知られるところをも加味した︒今回採
りあげたのは東京古典会大市の入札目録のうち次の三点で
ｌ東京古典会︵昭妬・皿︶

ある︒

２束京古典会︵昭弱・皿︶
３束京古典会︵昭髄・皿︶
このうち︑

１束京古典会︵昭妬・皿︶
について︑いささかの説明を加える︒われわれはすでに

− ワ R −

紀子

東京古典会六十周年記念稀剛害入札目録

また背表紙にも

東京古典会六十周年記念善本入札目録
と記されていることにも気づいた︒

型を添えるとともに︑図版Ⅱ録のページ数を記し

一︑売り立て目録に通し番号を与え︑年時︑標題︑判

た︒

一︑冊子の形態を採る出版物に限ることとし︑原則と

して版画︑一枚刷︑地図等を省いた︒

一︑唐本︑朝鮮本も採りあげない︒

記念すべきアニバーサリーを祝い︑恒例の大市に加えて
稀潮書の入札会を催していたのであった︒稀観耆の入札会

一︑書名と巻数を挙げたのち︑書誌事項を可能な限り

なお書名索引を累積版のかたちで添えた︒

施された書名の通し番号である︒

一︑書名に図版番号を添えた︒番号は当該目録ごとに

記述した︒

は村口書店村口四郎氏の功績を讃える催しでもあったこと
さらに驚いたことには︑

が巻頭の挨拶から知られる︒

十一月十一日東京ヒルトンホテル

稀襯耆入札会十一月九日大阪会館

善本入札会十一月十三日東京古書会館
と日時・会場を違えるだけではなく︑掲載書Ⅱに一点の重

観に供したものであり︑平安末写﹃扶桑略記﹂︑為氏筆

複もない︒稀襯耆入札会は文字通り稀襯耆を抜き出して腱
﹃伊勢物語﹂︑為家筆﹃源氏物語﹂梅ケ枝と続く︒

ここに東京古典会昭和四十五年度の入札目録として︑す
でに掲載済みの稀剛書入札目録に加えて︑善本入札会の目
今回はすべてを当研究所所蔵の資料によってまかなうこ

録を紹介する次第である︒
とができた︒

凡例を再録すれば︑以下のごとくである︒
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｢1I‑書目録に見る耆影（四）
六十四一四

１東京古典会昭和四十五年十一月
﹁善本入札目録﹄

Ａ四判図版一三二ページ︒Ⅱ録三九ページ

脳金剛頂経開題一帖
建治二年賊刊︑無辺無界︑半丁行数未詳︑巻末に
﹁建治二年輌四月廿六日／願主権律師定演﹂

脳阿字義釈一冊
弘安三年刊︑高野版︑各半丁七行︑無界無辺︑巻

五山版︑妙心寺板︑内題﹁仏果圓悟禅師碧巌録﹂︑

各半丁十一行二十一字︑四周双辺︑有界︑富岡鉄
斎旧蔵

筋撰集抄三冊

無界︑具引料紙

慶長刊︑古活字嵯峨本︑各半丁九行十八字︑無辺

加日本耆紀紗三冊

二十字︑無界︑漢字片かな交じり

慶長元和刊︑古活字版︑四周単辺︑各半丁十四行

行︑無辺無界

寛永十六年刊︑内題﹁吉利支丹物語﹂︑各半丁八

脇吉利支丹御対治物語二冊

剛武家義理物語六冊

末に刊語﹁為口三宝口命於三会之出世／広施一善
利益於一切之衆生／是則守大師之遺誠倫令遂／小

狐絵本時世粧二冊

享保十七年刊︑八文字屋本︑其磧・自笑著︑絵入

珊傾城奇三味線横五冊

元文二年刊︑絵入︑福田青山文庫旧蔵

加統可笑記合一冊

正徳二年刊︑月尋堂著︑絵入

珈文武さざれ石合一冊

元禄十五年刊︑西鶴著︑絵入

断肚間胸算用五冊

貞享五年刊︑西鶴著︑絵入

臣之心願謹以開印板芙／弘安三年唾ハ月日／従五
位上行秋田城介藤原朝臣泰盛﹂︑印記﹁賓南﹂

脳大般浬藥経一冊
文和三年賊刊︑有界︑巻末に発願文がありその末
に﹁文和三年甲午歳正月廿三日／征夷大将軍正二
位源朝臣︿尊氏﹀謹誌﹂︑︿尊氏﹀は墨書

永徳以前刊︑天地単辺︑半丁行数未詳︑巻二百二

胱大般若経︑存五帖

十五・二百四十九・三百五十一・三百七十・四百
十五存︑但馬大乗寺旧什︑図版は扉絵

断碧巌録五冊
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ゞ善本入札目録Ⅸ奪篝

密画画識︾一︾︾︾︾︽︾︾率︾挺諦︾酔・・熊

享和二一
年年刊︑歌川豊国Ⅲ︑絵本︑彩色刷
天明八年刊︑歌 麿画︑狂歌絵本︑彩色刷

郡虫ゑらみ二冊
明和二年刊︑彩 色刷︑四葉補写

酬怪談本八種三十六冊
記五冊・怪談御伽童五冊・絵本怪談揃四冊・狐講

成仙玉一口玄談五冊・怪物輿論五冊・怪談見聞実

訳五冊・太平百物語五冊・やまと怪異記合一

︾一篝︾

冊・

宝暦十二年刊︑彩色刷

郷海の幸二冊

郷山の幸二冊
湿立花時世粧八冊

貞享五刊︑極彩色図譜及立花秘伝抄

捌篶録三冊

文化六年刊︑絵入

伽噸鋤解臓図賦一冊
文政六年刊︑池田冬蔵著︑彩色図入

天保七年刊︑小出君徳著︑彩色図入

犯導讓私録五冊
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六十四一四古書￨￨録に見る害影（四）

２束京古典会昭和五十五年十一月
Ｂ五判図版二二一ページ・目録七四ページ

﹁古典籍下見展観大入札会目録﹂

鎌倉中期刊︑浄土教版︑四周無辺︑各半丁六行︑

脱西方要決釈義通規一帖
石井積翠軒文庫旧蔵︑印記﹁小汀文庫﹂

日﹂︑枡型本

菩提／開此印板大願主忠義／文明十年六月廿一

皿首榴厳義疏注経十冊
本

古版︑各半丁六行︑天地単辺︑三井家旧蔵︑大形

大永八年刊︑阿佐井野版︑巻末に﹁吾邦以儒釈書

剛蝿識医書大全十冊

鎮板者往々有焉然未曽及医方恵／氏之沢人皆口鮮

本有三冊写之謬今就諸家考本方以正斤口雌一毫髪

欲見而未見者多実泉南阿佐井野宗瑞捨財刊行彼明

近世医書大全自大明来固医家至宝也所憾其本梢少

建長刊︑高野版︑内題﹁金剛頂瞼伽︵ママ︶密発阿

咄菩提心論一帖
褥多羅三覗三菩提心論﹂︑各半丁六行︑無辺無界

之報永及子孫実／大永八年戊子七月吉日幻雲寿

私不増様蓋宗瑞之志不為利而救済天下人偉哉隠徳

鎌倉末刊︑高野版︑室町初印︑各半丁六行︑無辺

哩釈摩訶術論十冊

桂誌回﹂︑寛永十五年の朱点入

慶長八年刊︑古活字版︑四周単辺︑刊記﹁慶長癸

肌太平記十八冊

慶長刊︑各半丁八行︑漢字平仮名交り

峨黄素妙論一冊

無界︑巻五の末に延徳四年の朱点

蠅聯珠詩格五冊
南北朝刊︑五山版︑内題﹁精選唐宋千家聯珠詩格﹂︑

左右双辺︑各半丁七行︑有界︑印記﹁孝経櫻﹂

明荘﹂

卯季春既望冨春堂新刊﹂︑二冊欠︑印記﹁月

脱金剛頂経三巻
永廿四年十月廿七日大伝法院恵淳﹂

各半丁九行十八字．無界無辺︑巻末に﹁伊勢物語

慶長十三年刊︑古活字嵯峨本︑絵入︑色変り料紙︑

伽伊勢物語二冊

応永二十四年刊︑根来版︑無辺無界︑巻末に﹁応

文明十年刊︑龍全成秀著︑各半丁四行︑無辺無界︑

棚声明譜一帖
巻末に刊語﹁筆者龍全博士成秀／為重実真仙頓証
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新刊就余需勘校抑京極黄／門一本之奥書云此物語
之源古人之説々／不同云々如今以天福年所被与孫
之趣分以為上下是雌不足動好女人情／珊為令悦稚

女本正之／然而猶恐有訂校之遺欠也更図画巻中／

なし

童眼目而已／慶長戊申仲夏上院／也足要﹂︑花押

汕百官略井書札礼一冊
十六字

慶長十七年刊︑古涌字版︑四周双辺︑各半丁八行

慶長刊︑古活字版︑四周双辺︑各半丁九行︑絵入

畑君臣図像二冊

元和刊︑古活字版︑四周単辺︑各半丁八行十六字︑

刈剪灯新話句解三冊
注双行︑有界

慶長元和刊︑古活字版︑四周双辺︑各半丁九行十

畑江湖風月集略註二冊

六字︑注双行︑印記﹁宝玲文庫﹂

刎謡本四十冊

慶長刊︑古活字嵯峨本︑素紙刷

汕六鞘三冊

﹁七書講義﹂の内︑印記﹁小汀氏蔵書﹂

元和刊︑古活字版︑川周双辺︑各半丁九行十七字︑

皿十四経発揮二冊

丁十行二十二字︑注双行︑有界︑渋江抽斎旧蔵

寛永二年刊︑古活字版︑梅寿板︑四周双辺︑各半

寛永四年刊︑古活字叡山版︑各半丁十行二十字︑

畑浄土名目図見聞二冊

無辺無界︑杉浦丘園旧蔵

寛永八年刊︑古活字平等心王院版︑無辺無界︑巻

狐般若心経疏一冊

末に刊語﹁印施賢旨大師般若心経疏／伏願頓悟

耶黄山谷詩集注十一冊
慶長元和刊︑古活字版︑四周単辺︑各半八行十七

字︑無辺無界︑巻末に﹁高野山於渭浄心院深昌開

寛永二十一年刊︑古活字高野版︑各半丁八行二十

旬／於高雄山平等心王院摺之畢﹂
那開心紗三冊

方界合霊／同円種智者也／千時寛永八年梅月下

般若之妙心朗開群生之慧／目功徳遍三世利済流十

字︑注双行︑有界︑備前国清寺旧蔵

狐春秋左氏伝九冊
有界︑一冊欠

慶長刊︑古活字版︑川周双辺︑各半八行十七字︑

慶長元和刊︑古活字版︑各半九行十七字︑注双行︑

如古文尚書四冊
四周双辺︑有界︑寺田望南旧蔵︑二葉落丁
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六十四一四古書l1録に見る耆影（四）

享保十一年刊︑梅翁著︑奥村政信画︑巻末に﹁大聯職人尽歌合三冊

︵ママ︶

之／寛永廿一年一日﹂副緬物あらかひ三冊
哩溌癖纒韓源氏物語十七冊元禄五年刊︑宮崎友禅画

和絵師／奥村親妙政信図画盆こ︑紅白巻六欠延享元年刊︑絵入

迦かげらふの日記解環十八冊鯉花鳥一冊

天明五年刊︑坂徴著︑印記﹁岡田真之蔵書﹂慶安三年刊︑各半丁十行︑丹緑筆彩色︑存巻下

鰯梶の葉三冊郷本朝桜陰比事五冊

郷諦武道三国志十冊

o1

宝永四年刊︑宮崎友禅画元禄二年刊＄西鶴著︑吉田半兵衛画

旺軒

回﹂

鶴亭秀賀作︑国貞画

伽金花七変化二十五冊

珈鼠祠通夜證七冊

J−L

柳亭種彦作︑国貞画

加諦諦掃寄草紙三冊
安政五年刊︑彩色図入
為永春水作︑一勇斎国芳画︑袋付

伽仮名読八犬伝二十七冊

寛永六年刊︑刊記﹁寛永六年／九月日﹂

池二体節用集横三冊

文化元年刊︑真賞斎蔵版︑元表紙原題篭

測大雅堂画法三Ⅱ

文化元年刊︑淡彩彩色

迦大雅堂画法三冊

宝暦十二年刊

天明刊︑北尾政演画︑彩色刷

剛嬬癖新美人合自筆鏡一帖

安永四年刊︑勝川春章画

繩錦百人一首東織一冊

獅絵本大人遊三冊
寛政四年刊

測豊国絵本一冊
彩色刷

淑江戸名所記合二冊

寛文二年刊︑絵入︑稲川文庫旧蔵

細横浜開港見聞誌三冊

文久刊︑橋本玉藺斎貞秀画

獺天満宮縁起一冊
絵入

享保刊︑大坂紀伊川屋宇兵衛版︑各半丁十一行︑

剛東海道分間絵図五帖

正徳元年刊︑遠近道印作︑菱川師宣画

剛大同類聚方十冊

文政十一年刊︑各半丁九行︑左右双辺

捌医心方三十冊
文化元年刊

珊罐肥御薬院方五冊

寛政十年賊刊︑木活字版︑各半丁十行︑四周単辺︑

旬 、

妬寒葉斎画譜三冊
剛武具訓蒙図彙五冊
貞享元年刊︑絵入

獅大和武者尽一冊
天和刊︑うろこがた屋版︑菱川師宣画

剛みたれ藤一帖
元禄十六年刊︑折本

迦青櫻美人合一冊
明和七年刊︑鈴木春信画︑彩色刷

珊絵本訶の花二冊
文政元年刊︑喜多川歌麿画
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六十四一四古書目録に見る耆影（四）

有界

郷和名集井異名製剤記横一冊
寛文十一年刊︑松会板︑各半丁十六行

斯唐王壽先生外台秘要方二十四冊
界

延享刊︑山脇尚徳校︑各半丁十行︑四周双辺︑有

元禄十二年刊︑万全著︑漢方秘伝集

峨詞犀広嗣紀要五冊

宝暦九年序刊︑山脇尚徳著︑

蝿万代冨栄貴草一冊

嘉永元年刊︑東是久貫著︑彩色絵入

天保六年賊刊︑秋屋亭主人撰︑彩色刷

艸長生草一冊

天保刊︑栗本丹洲編

螂皇和魚譜一冊

安政四年刊︑奥倉辰行編︑彩色刷

棚水族写真二冊

寛政刊︑絵入︑袖ケ浦捕鯨之記付古今各地捕鯨説

伽海鯉談一冊
話

蝿成形図説三十冊

文化元年序刊︑曾藥・白尾国柱等編︑彩色刷

明和二年刊︑後藤梨春編︑絵入

姻阿藺陀ぱなし二冊

天明三年刊︑大槻玄沢著

柵蘭学階梯二冊

天保三年刊︑土井利位著︑絵入

蠅雪華図説一冊

明和四年刊︑後藤梨春編︑絵入

螂震雷記一冊

文化五年刊︑東都春波槙蔵版︑司馬江漢著

蝿刻白爾天文図解二冊

句つ

仙臓志二冊
蛾まびき捨子教訓書一括
こと︵文政七︑一冊︶・子孫繁昌手引草二冊︑

捨子教誠のうた︵文久元︑一冊︶・むかしありし
異版三種付︶

畑騎雨和藺薬鏡十八冊
榛斎著

文政十三年刊︑風雲堂蔵版︑青蕊閣発見︑宇田川

安政四年刊︑適適斎蔵版︑緒方洪庵訳

畑扶氏経験遺訓二十六冊

寛政八年刊︑深江輔仁撰

蠅大和本草二冊

文政十年刊︑金太撰︑絵入

柳草木奇品家雅美三冊

− 0 0 −

嘉永七年刊︑木活字版︑馬場貞由著︑絵入

郷泰西七金訳説五冊

嘉永七年刊︑平安時習堂蔵版︑広瀬元恭訳

柳理学提要五冊

吉雄俊蔵述

剛西説観象経一帖

宇川川椿巷訳

剛菩多尼訶経一帖

安政六年刊︑知彼堂蔵版︑中浜万次郎訳

池英米対話捷径一冊

珈仏語明要二冊
元治元年刊︑達理堂蔵版︑村上英俊著

池武器函図一冊
嘉永元年刊︑彩色刷

剛料理物語一冊
寛永二十年刊︑刊記﹁寛永二十繧暦極月吉日﹂

雛機巧図彙合一冊
寛 政 八 年 刊 ︑ 絵入

痂禁秘抄三冊
中巻前見返に﹁狩谷被斎手沢本／禁秘御抄／但上
之
之／
／朝
朝聿讓大夫︵花押こ︑宝玲文庫旧蔵︑印記﹁青

巻藤尚賢手沢本／明治四十四年立秋／於弘前求
裳文庫﹂

明和八年刊︑刊記﹁明和八辛卯年二月／耆林／江

刑天工開物九冊

久宝寺町通／柏原屋佐兵衛／同／河内屋茂八﹂

戸通本石町十軒店／山崎金兵衛／大坂心斎橋筋北

寛永十二年刊︑絵入︑刊記﹁寛永乙亥孟夏吉日一／

馴重撰三世相二冊

中野市右衛門刊行﹂

硴大雑書一冊

江戸初期刊︑絵入

寛文四年刊︑山本九兵衛版︑絵入

祁ぢんてき問答一冊

江戸初期刊︑各半丁十行︑絵入

弧三綱行実一冊
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３束京古典会昭和五十六年十一月
﹃古典籍下見展観大入札会目録﹂

Ｂ五判図版三八九ページ・目録一二八ページ

秘密曼茶羅教付法伝二帖
弘安二年刊︑高野版︑各半丁七行︑無辺無界︑刊
権少都能海﹂

記﹁弘安二年呪仲秋候為紹隆密教自害／開印板突

建長刊︑高野版︑内題﹁金剛頂職伽︵ママ︶密発阿

狐菩提心論一帖
褥多羅三貌三菩提心論﹂︑各半丁六行︑無辺無界

畔字義一帖
鎌倉中期刊︑高野版︑各半丁六行︑無辺無界

上

郡翻訳名義集七冊

南北朝刊︑五山版︑左右双辺︑各半丁五行︑注双

行︑有界︑巻末に妙音院開山頼誉和上の識語︑印
記﹁小汀文庫﹂

捌雪峰空和尚外集一冊

南北朝刊︑五山版︑左右双辺︑各半丁十行︑有界︑

富岡鉄斎旧蔵

醗園悟碧巌録五冊

五山版︑妙心寺刊︑前見返の刊記に﹁山城州西京

妙心禅寺内正眼蓄新刊﹂

室町初期刊︑五山版︑天地単辺︑各半丁七行︑印

酬首榴厳義疏注経五冊
記﹁晦巌﹂

五山版︑四周双辺︑各半丁十行︑注双辺︑有界︑

韻府群玉十冊

高野版︑菩提心論一帖・弁顕密二教義二帖・二教

測声字実相義ほか

高木文庫旧蔵

行︑有界︑宝玲文庫旧蔵

慶長刊︑古活字版︑四周単辺︑各半丁五行︑注双

加翻訳名義集七冊

各半丁九行十七字︑有界

慶長十年刊︑古活字版︑下村生蔵板︑四周双辺︑

測元亨釈害十冊

論巻下一帖・秘蔵宝鋪三帖・声字義一帖・即身成
仏義一帖・菩提心論一帖・畔字義一帖
鎌倉末刊︑西大寺版︑各半丁五行︑無辺無界︑存

瓢梵網経古迩記二帖
巻下︑巻末に﹁唐招提寺菩提庵律禅﹂と墨書

醜華厳一乗教分記一帖
鎌倉末刊︑春日版︑各半丁七行︑無辺無界︑存巻
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寛永刊︑古活字版︑四周双辺︑各半丁九行二十一

剛大慧普覚禅師書二冊

慶長刊︑古活字版︑四周双辺︑各半七行十七字︑
字

郷句解南華真経二冊
注双行︑有界

源高野大師行状図画十巻
室町刊

辿天台法華宗門要蟇一冊
元和五年刊︑古活字叡山版︑四周単辺︑各半丁十

郷古今韻会挙要十八冊

慶長刊︑古活字版︑各半丁十一行︑無辺無界︑印

蠅無言抄三冊

慶長十五年刊︑古活字版︑各半丁五行︑無辺無界

捌無言抄四冊

慶長刊︑古活字版︑四周双辺︑各半丁六行有界

畑倭玉篇三冊

慶長刊︑古活字版︑四周単辺︑各半丁十行有界

剛龍篭手鑑八冊

字︑三千院旧蔵

元和刊︑古活字版︑四周双辺︑各半丁十二行十九

剛古今事文類聚八十三冊

印記﹁高木家蔵﹂

慶長刊︑古活字版︑四周双辺︑各半丁八行十二字︑

行二十字︑注双行︑刊記﹁千時元和五己未暦望
冬上旬吉日﹂

蠅唐央集一冊
寛永三年刊︑古活字叡山版︑四周単辺︑各半丁十

行二十字刊記﹁昔寛永三丙寅年四月日刊摺之
詑﹂︑印記﹁小汀文庫﹂

郷修華厳妄尽還源観一冊
寛永八年刊︑古活字平等心王院版︑各半丁十行十

七字︑無辺有界︑刊末に﹁干時寛永八年七月八
日／於槙尾平等心王院摺写之畢﹂︑印記﹁宝玲
文庫﹂

測表無表色章二冊
﹁寛永二拾年癸未仲秋／三条通菱屋町／林甚右衛

寛永二十年刊︑古活字版︑林甚右衛門板︑刊記

記﹁宝玲文庫﹂

慶長十三年刊︑古活字嵯峨本︑各半丁九行十八字︑

棚伊勢物語二冊

無辺無界︑絵入︑巻末に﹁伊勢物語新刊就余需勘

門開之﹂
剛仏教編年通論十五冊
一字︑有界︑石井積翠軒文庫旧蔵

元和刊︑古活字版︑四周単辺︑各半丁十二行二十
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旬／洛陽二条通鶴屋町／冨杜寄鑑開板﹂

湖源氏物語四十冊
無界︑七冊欠

寛永刊︑古活字版︑各半丁十一行二十一字︑無辺

説々／不同云々如今以天福年所被与孫女本正之／

校抑京極黄／門一本之奥書云此物語之源古人之
然而猶恐有訂校之遺欠也更図凹巻中／之趣分以為

界︑一名﹁源氏二十巻抄﹂

寛永刊︑古活字版︑各半丁十行二十四字︑無辺無

加源氏物語紹巴抄二十冊

上下是難不足動好女人傭／卿為令悦碓童眼Ⅱ而
已／慶長戊申仲夏上涜／也足里︵花押匡

獅源氏物語五十四冊
元和九年刊︑古活字版︑冨杜寄鑑板︑各半丁十一

行二十一字︑無辺無界︑刊記﹁元和九年孟夏上

元和刊︑古活字版︑各半丁十二行二十一字︑

加大和物語合一冊

r〕与

無辺無界

馴八雲御抄七冊

二十二字︑難辺無界︑印記﹁小汀氏

慶長元和刊︑古活字版︑各半丁九行

蔵耆﹂﹁喜多村﹂

妬大鏡六冊

慶長元和刊︑古活字版︑各半丁十二

行二十字︑無辺無界︑野宮家旧蔵

那いざよひ日記一冊

元和寛永刊︑古活字版︑各半丁十一

行二十字︑無辺雌界︑印記﹁幡﹂

寛永刊︑古活字版︑表紙左肩に原題

加宇治拾遺物語八冊

篭を残し﹁宇治拾遺物語一︵〜八ご

一 O ／ −

鵬六百番歌合八冊
高木文庫旧蔵

元和寛永刊︑古活字版︑各半丁十行︑無辺無界︑

加保元平治物語六冊
慶長刊︑古活字版︑各半丁十行十九字︑無辺無界

畑つれか〜草二冊
慶長十八年刊︑古活字烏丸本︑各半丁十行十七字︑

無辺無界︑巻末に﹁慶長癸丑仲秋日／黄門／光広
︵花押と

加やよひのさうし一冊
元和寛永刊︑古活字版︑各半丁十行二十一字︑無
辺無界︑絵入︑丹緑本

醜百官略井礼節一冊
慶長十七年刊︑古活字版︑四周双辺︑各半丁八行

十六字︑刊記﹁慶長玄黙困敦來鐘刊之﹂︑印記
﹁月明荘﹂

寛永行幸記三巻
寛永三年刊︑古活字版︑絵入

猟本朝古今銘尽一冊
慶長刊︑古活字版︑絵入

白氏文集二十五冊
元和四年刊︑古活字版︑四周双辺︑那波道円板︑
各半丁九行十七字︑有界

醐白氏文集合二十冊

元和四年刊︑古活字版︑四周双辺︑各半丁九行十

七字︑有界淑と同板
捌長恨歌伝一冊

慶長刊︑古活字版︑四周双辺︑各半丁八行十七字︑
有界

柳密ハ臣註文選二十冊
慶長十二年刊︑古活字版︑四周単辺︑各半丁十行
畢﹂

二十一字︑刊記﹁慶長丁未沽洗上旬七箕板行

剛分類東玻先生詩二十冊

慶長刊︑古活字版︑四周双辺︑各半丁九行十五字︑

有界︑巻首題﹁増刊校正王状元集註分類東波先生
詩﹂

醜昌黎先生文集十五冊

元和刊︑古活字版︑四周双辺︑各半丁九行十七字︑

注双行︑巻首題﹁五百家註音弁昌黎先生文集﹂︑

印記﹁青諮書屋﹂

郷古文尚書四冊

慶長刊︑古活字版︑四周双辺︑各半丁九行十五字︑
﹁二尊院﹂ほか

注双行︑有界︑印記﹁黒川氏図書記﹂﹁勝鹿文庫﹂

郷五経一括
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慶長十四年刊︑古活字伏見版︑四周双辺︑各半八
行十七字︑注双行︑有界︑印記﹁曼殊院蔵﹂﹁曼
記﹂﹁左伝﹂の大揃い

殊図書之印﹂︑伏見版﹁周易﹂﹁尚書﹂﹁毛詩﹂﹁礼

慶長刊︑古活字版︑四脚双辺︑各半八行十七字︑

春秋左氏伝十五冊
注双行︑有界︑巻首題﹁春秋経伝集解﹂︑桜山文
庫旧蔵

螂論語集解二冊
注双行︑有界

慶長刊︑古活字版︑四周双辺︑各半八行十七字︑

慶長刊︑古活字版︑四周双辺︑各半七行十七字︑

測孟子趙注五冊
注双行︑有界︑宝玲文庫旧蔵

伽周易伝義合四冊
寛永二年刊︑古活字版︑川周双辺︑各半十一行二
十一字

弧周易古注五冊
慶長刊︑古活字版︑四周双辺︑各半七行十七字︑
注双行︑有界︑印記﹁桜山文庫﹂

慶長刊︑古活字版︑四周双辺︑各半八行十七字︑

皿毛詩鄭菱合三冊
有界︑印記﹁兼山居図書﹂

慶長元和刊︑古活字版︑四周双辺︑各半九行十七

畑列子盧斎口義二冊

字︑有界︑印記﹁太田家書﹂﹁小汀文庫﹂

池老子河上公注二冊
有界

慶長刊︑古活字版︑四周双辺︑各半丁七行十七字︑

慶長刊︑古活字版︑四周双辺︑各半七行十七字︑

那句解南華真経二冊
注双行︑有界

寛永刊︑古活字版︑四周単辺︑各半丁十二行二十

伽唐才子伝三冊

二字︑宝玲文庫旧蔵

斯新編晦巷先生語録類要四冊
十九字

正保三年刊︑古活字版︑四周双辺︑各半丁十三行

慶長五年刊︑古活字伏見版︑四周双辺︑各半丁八

湘貞観政要八冊

節／前龍山見鹿苑承党嬰謹誌／慈眼久徳刊之﹂

行十七字︑有界︑刊記﹁慶長五年星輯庚子花朝

元和二年刊︑古活字駿河版︑四周双辺︑各半丁八

畑群耆治要四十七冊

行十七字︑有界︑銅活字

郷伊勢物語合一冊
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延享四年刊︑西川祐信画

蛎可笑記評判十冊

万治三年刊︑浅井了意作︑四周単辺︑各半丁十二

寛政六年刊︑木活字版︑四周飾り罫︑各半丁十行

蠅落くぼ物語合三冊

文庫﹂

行︑刊記﹁万治三年庚子二月吉祥日﹂︑印記﹁西荘

縦目覚し草二冊

二十一字

慶安二年刊︑四周単辺︑各半丁九行︑印記﹁小汀

棚和泉式部物語一Ⅱ
享保二十一年刊︑川原屋平兵衛版︑各半丁十行︑

文庫﹂

正徳刊︑四周単辺︑各半丁十一行︑絵入

畑続小夜嵐合一冊

寛文七年刊︑中村五兵衛版︑絵入

帆水鳥記二冊

四周単辺︑各半丁十一行

貞享四年刊︑西村市郎右衛門版︑吉田半兵衛画︑

畑新竹斎五冊

天和三年刊︑菱川師宣画

姻確下り竹斎三冊

無辺無界︑絵入

郷秋の夜長物語一冊
十一行

寛永十九年刊︑安川十兵衛版︑四周単辺︑各半丁

寛永二十年刊

蝿薬師通夜物語一冊
蝿ふんしやう横三冊
寛文刊︑各半丁十三行︑絵入︑丹緑本︑後世の彩
色か

棚けんさい物語三冊

捌清少納言犬枕三冊
八行︑絵入

元禄十五年刊︑江戸平野屋版︑四周単辺︑各半丁

寛文刊︑原題祭に風けんさい物語／付医針問
はなし／下︶﹂

正徳三年刊︑落月堂操届作

蝿識磁当世信玄記五冊

延宝九年刊︑絵入

噸なさけ競五冊

答／上︵恋の狂乱／江戸くたり／中︑はらもん／

万治四年刊︑絵入

伽女郎花物語三冊

万治刊︑絵入

州因果物語六冊
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宝永六年刊︑絵入

蝿日本桃陰比事六冊

宝永二年刊︑絵入

蠅新武道伝来記六冊

天和二年刊︑絵入

螂好色袖鑑二冊
蠅風流曲三味線横六冊
宝永二年刊︑絵入

峨けいせい色三味線樅五冊
元禄十五年刊︑絵入

剛一時軒随筆三冊
天和三年刊︑岡西惟中著︑各半丁十行︑無辺無界

犯通言神代巻三冊
天明三年刊︑鱗形屋版︑恋川春町作︑黄表紙

柳百人一首一冊
文化五年刊︑土佐光貞画︑絵入︑彩色刷

剛新撰絵抄百人一首二冊
延宝七年刊︑絵入︑刊記﹁延宝七年未十月吉日／
大坂上町／言林荻氏板行﹂

髄課測寄仙金玉抄二冊
天和三年刊︑金屋半兵衛版︑山雲子編︑絵入

郷右京太夫家集二冊
寛文刊︑四周単辺︑各半丁十一行

嘉永三年刊︑松浦武四郎刻︑各半丁十一行︑無辺

剃新葉和歌集四冊
無界

緬吉野夢見草三冊
元禄四年序刊

剛鍛誕玄価七百韻横一冊
市郎兵衛開板﹂

寛文九年刊︑刊記﹁寛文九年三月吉祥日／長谷川

刑西山宗囚当流連歌千句横一冊

延宝七年刊︑印記﹁坂東蔵書﹂

細狂歌本六種一括

柳花集・月次狂歌花鳥むすび

扶桑名所狂歌集・当夢化廼花・山水集・山海集・

文政三年刊︑絵入︑文晃・南嶺・北馬ら画︑浅草

剛狂歌あさくさぐさ一冊
庵市人追善

細舞正語磨三冊

万治元年刊︑四周単辺︑各半丁十一行

万治元年刊︑四周単辺︑各半丁十行︑印記﹁大谷

糊猿轡三冊
蔵書﹂

細あみだの本地一冊

宝永刊︑八文字屋八左衛門板︑各半丁十行︑無辺
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無界︑古浄瑠璃

棚竹本伝授箱横一冊
正徳刊︑各半丁十一行︑無辺無界︑竹本筑後橡道
行集

剛大塔公朧鎧一冊
此本者依小子之懇望附秘／密音節自遂校合令開版

享保刊︑山本九兵衛板︑各半丁七行︑巻末に﹁右

本九兵衛刊﹂

者也／加賀橡﹂︑刊記﹁二条通寺町西へ入町／山

せりふ．つらね尽十七種︑河竹新七旧蔵

肌睡鋤三戯場︾姥鈍尽十七冊

伽芝居せりふ尽一冊
せりふ︒つらね尽二十四種一綴

鯉倭玉篇三冊
慶長十五年刊︑二条通二王門川板︑各半丁六行川
段︑刊記﹁慶長庚戌仲春日／於洛陽二条通二王門
町開板﹂

伽二体節用集二冊
年孟夏吉辰／杉川良推玄与開板﹂

寛永九年刊︑杉田良惹板︑刊記﹁干時寛永九壬叩

側訓蒙図彙十四冊
寛文六年刊︑中村蝪斎編︑絵入︑各半丁二図

剛絵本常盤草三冊

享保十五年刊︑西川祐信画

絵本十寸鏡・絵本大和錦◇絵本都草紙・絵本武勇

伽西川祐信絵本五種
鑑・絵本真葛原

伽彩画職人部類二冊

明和七年刊︑橘眠江川︑彩色刷

剛詰溌絵本年中行事合一冊

享和四年刊︑十返舎一九著︑歌麿画︑彩色刷

嗣鳥山彦二冊

安永二年刊︑烏山石燕凹︑彩色刷

師絵本栄家種二冊

寛政二年刊︑勝川春潮画︑彩色刷
天明元年刊

刷福善斎画譜五冊

寛政四年刊︑八文字屋版︑八文字屋自笑編︑絵入︑

姉確癖狂紋帳二冊
染物紋様

細山水略画式一冊

寛政十二年刊︑須原屋板︑恵斎画︑彩色刷

剛狂歌束遊一冊

寛政十一年刊︑浅草市人撰︑葛飾北斎画︑絵入

嘉永三〜慶応三年刊︑広重画

捌絵本江戸土産十冊
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細麺江都花日千両三冊
嘉永六八年序刊＄広重・国芳・豊国ほか画︑彩色
刷︑一名﹁東都花日千両﹂

細海道狂歌合二冊
文化八年刊︑上田秋成作︑南岳・文鳳画︑彩色刷

剛絵本異国一覧一冊
寛政刊︑春光削花丸作︑岡田玉山画

汕諸側旅雀横七冊
元禄十四年刊

江戸大伝馬町三丁目／鶴屋／喜右衛門板﹂

年印仲春日／武州江戸之住／絵師菱川吉兵衛／

延宝九年刊︑絵入

耐吉原三茶三幅一対一冊

延宝九年刊︑菱川師宣画︑絵入︑半丁欠

剛吉原下職原一冊

安政二年刊︑大城屋良助版︑絵入

剛東都商人鑑横一冊

行事絵一冊・伊勢参宮巡路名所風景之図一

江戸名所一冊・日光山井道中風色順覧一冊・年中

剛小型絵本七種一括

安政七年刊︑鈴木重尚作︑松浦武四郎註︑橋本貞

川唐太日記二冊

冊・繩晴其姿紫写絵一冊・中心蔵一冊・東錦絵一

寛文五年刊︑山田市郎兵衛版︑浅井了意作︑絵入

螂京雀合五冊

明暦四年刊︑各半丁十一行︑絵入

噸癖京童六冊

伊豆七島日記・八丈の寝ざめ草ほか

剛伊豆七烏関係書五冊

前／安田十兵衛開板﹂

刊記﹁万治二年己亥七月吉日／洛陽寺町誓願寺

万治二年刊︑安田十兵衛版︑中川喜雲作︑絵入︑

剛鎌倉物語五冊

冊

秀画

加東蝦夷夜話三冊
文久元年刊︑大内余庵・田崎草雲・橋本玉間斎画

剛潮来図誌二冊
七冊

天保刊︑絵入︑下巻芸妓細見

剛東西蝦夷山川地理取洲紀行

多気志櫻蔵板︑石狩日誌・後方羊蹄日誌・天堀日

誌・久摺日誌・夕張日誌・十勝日誌・納紗布日
誌・知床日誌・北蝦夷余話・東蝦夷日誌初〜四
編・六編・西蝦夷日誌初〜三編

加江戸雀十二冊
延宝五年刊︑菱川師宣画︑絵入︑刊記﹁延宝五
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湖出来斎京土産七Ⅱ
延宝六年刊︑絵入

刷花洛細見記十五帖
元禄十七年刊︑絵入
絵入

獅新柵腺廓細見一冊

寛文十二年刊︑平子政長作︑吉田半兵衛画︑絵入

湖有馬私雨一冊

享保二年刊︑見返に﹁津山一川一城／松平越後守

湘津山藩懐中賓鏡横一冊

水帳

様／千代／万歳／御領分拾万石／内村邑高付﹂︑

天保十一年刊︑絵入

禰纒中山伝信録六冊
刑抑中川伝信録六冊
絵入

茄琉球関係言一括
中山聰使略・中山国使略・琉球ばなし・琉球年代

記・東遊草・絵本琉球軍記十冊・琉球人井行列
記・琉球状・琉球入貢記略・琉球川事略・琉球漆
器考・沖縄集第二編・東韓・琉球事略
安政刊︑印記﹁典薬寮印﹂

祁大同類聚方寮本十一冊

棚捷径医筌横六冊

明暦元年刊︑印記﹁宝玲文庫﹂

剛酒仏妙楽経一帖

天保九年刊︑亀田鵬斎作︑文晃・抱一岡

安永三年刊︑杉川玄関白著

卿解体新書五冊

弘化二年刊︑宇田川榛斎訳

踊西説医範綱釈義三冊

慶応三年刊︑雌欧堂田善錨

砿医範提綱内景銅版画一帖

嘉永二年刊︑芝藺堂︵大槻玄沢︶錆︑中伊三郎銅

剛重訂解体新書内象釧版図一帖
版

文政五年刊︑京摂書蠅秘玉堂・文金堂・瑞錦堂発

酬蝉銅内科撰要六冊

見︑宇田川玄随訳︑宇田川玄真増補

測宜禁本草集要歌三冊

寛永刊︑各半丁七行︑無辺無界

郷和歌食物本草合一冊

寛永七年刊︑印記﹁宝玲文庫﹂

細万代冨栄貴草五冊

嘉永元年刊︑東是久貫著︑彩色絵入

郷藺晩摘芳三冊
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文化十四年刊︑大槻磐水著︑絵入

剛篶録三冊
寛政八年序刊︑大槻磐水著︑絵入

測めざまし草一冊
文化十二年序刊︑清中亭叔親著︑絵入
文化元年序刊︑曽梁・白尾国柱ら編︑絵入

Ⅷ成形図説十五冊

天保九年刊︑栗本丹洲編︑絵入

蹴皇和魚譜一冊

天保九年刊︑栗本丹洲編︑絵入

郷皇和魚譜一冊

安政二年序刊︑奥倉辰行編︑絵入

湖水族写真鯛部二冊

天保二年刊︑武井周作細︑絵入

蛎魚鑑二冊
蠅朝鮮人来朝物語一巻
延享五年刊︑絵入

州那波列翁一代記二冊
列翁一代記﹂

嘉永七年刊︑木活字版︑見返に﹁仏蘭西偽帝那波

嘉永三年刊︑ケンペル原著︑志筑忠雄訳

Ⅷ異人恐怖伝三冊
剛環海航路日記付環海航路新図二冊一帖

文久二年刊︑広瀬保庵著

姻和藺天説一冊

寛政七年刊︑司馬江漢著

安政刊︑桂川甫周柵︑扉に﹁安政乙卯新銚／和蘭

剛和蘭字彙十三冊

字彙／侍医法眼桂川甫周蔵梓﹂

南山俗語考五冊

文化十年刊︑島津重豪著

蠅池適等集三冊

天和三年序刊︑中西正好編

蜥発微算法演段諺解四冊

月吉日／京三条通菱屋町／林伝左衛門／江戸本石

貞享二年刊︑建部賢弘著︑刊記﹁貞享二歳丑十一

町十間棚／ふ屋五郎兵衛﹂

正徳二年刊︑関孝和遺稿

蝿括要算法四冊

明和六年刊︑豊田鳳岳著

卿拾磯算法五冊

寛政九年刊︑会田安明著

朏算法古今通覧五冊

文政二年刊︑石黒信由著

蛎算学鉤致三冊
叩替花伝秘耆一冊
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寛文元年刊︑絵入
延宝六年刊︑大住院以信編︑彩色刷

蛎立華砂之物図一巻

元禄九年刊︑絵入

蠅立華訓蒙図彙六冊
Ⅷ新撰五十瓶図二帖
猪飼三右衛門編︑彩色刷

剛軸立華百瓶図二帖
猪飼編

捌弛入花薄後編三冊
明和八年刊︑千葉一流著︑絵入

蠅生入華葦芽四冊
寛政七年刊︑瀬丸斎一可著︑絵入

蠅なには家づと横一冊
嘉永刊︑彩色刷
寛永十三年刊︑宗古作︑絵入

螂将棋経紗二冊

天明九年刊

叩詰将棋秘伝紗三冊

文政十年刊︑月花永女・北斎ほか画︑彩色刷

Ⅲ光悦正流盆川独稽古横一冊

寛政八年刊︑細川半蔵著︑絵入

朏機巧図彙三冊

Ⅲ機巧図彙三冊

文化五年刊︑細川半蔵著︑絵入

咽諸将旗雄図御指物揃三冊

寛永十四年刊︑原勘兵衛編︑絵入

Ⅲ諸将旗旋図三冊

寛永十四年刊︑原勘兵衛編︑絵入

寛永十四年刊︑原勘兵衛編︑絵入

Ⅲ諸将旗雄図三冊

明暦二年刊︑絵入

脚本朝百将伝二冊

天保刊

朏融通念仏縁起絵巻二巻

寛永十七年刊︑各半丁十一行︑絵入

仙伝法正宗記合三冊

承応二年刊︑一条兼良著︑印記﹁英川薩道蔵書﹂

燗ねさめの記合二冊

﹁英王道蔵書﹂﹁栄邨斎蔵﹂

発禁往来本︑絵入

Ⅲ大坂進状一冊

万治二年刊︑林道春著︑絵入

Ⅲ孔子聖蹟凹説諺解合一冊

万治二年刊︑絵入︑チェンバレン旧蔵

Ⅲ三世相合一冊

−46−

古書目録に見る害影（四）
六十四一四

享保十二 一年刊︑ 絵入

Ⅲ新体九相詩一

承応二年刊︑劉向撰︑絵入

ｍ古列女伝四冊

Ⅲ蒙求抄十冊
寛 永 十 五 年 刊 ︑ 四周双辺︑各半丁十三行︑仮名抄

Ⅲ侃文斎耕織図二冊
文 化 五 年 刊 ︑ 雑絵入
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冊

︵赤本五種︶・⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝︲Ｔ九浬

あ

異国人物図←﹁ばん﹂万国総図・異国人物

生花東向⁝・⁝⁝：⁝：：⁝：⁝⁝：︒⁝・⁝：ｍ州蝸

州立華百瓶図：：．．⁝：．・・・：：・・・：．⁝．：・・・：Ⅲ一卿

延享四年刊・・⁝：．．：・・・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝Ⅳ三郷

慶長十四古活字・・・⁝⁝⁝⁝Ⅱくい︑Ⅱへ柳

慶長古活字・・⁝⁝⁝・⁝⁝：：．：・・・・・・・・Ｉ江叩

慶長十四古活字：︒⁝⁝⁝Ⅱ一一叩︑Ⅱ一再脱

Ⅲ三郷︑Ⅳ二刎︑Ⅳ一一一邪

秋月物語⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝：・・・⁝：Ⅲ｜鋤︑Ⅲ一奴

異国物語⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝．．⁝Ⅱ両畑

意佐女草⁝⁝：⁝・⁝⁝・⁝：．⁝・・・⁝・・・：：︒Ⅲハ糾

勇肴取絵訶：⁝⁝⁝⁝・・・⁝．：：⁝．：：．．：：Ｉ一雨

伊勢物語Ⅲ＃︵肖聞抄︶

秋夜長物語

寛永十九年刊・・・・．：．．⁝⁝：．；⁝⁝⁝．Ⅳ三郷

和泉式部物語⁝：．⁝⁝：⁝：⁝．．：⁝・⁝⁝Ⅳ一一一糊

伊豆七島日記←﹁いず﹂伊豆七島関係＃

田舎芝居忠心蔵：．：：．：．：⁝・⁝：：⁝⁝Ⅱ云別

細吟其姿紫写絵←﹁こが﹂小型絵本七種

厳島絵図：：：⁝・・：：．⁝．：：．．⁝：⁝．．⁝⁝Ⅲ一

一体骸骨⁝⁝・⁝・⁝：⁝：⁝：：．⁝・・・・：⁝・了︲も銘

市野谷物語好色男⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝．：︒Ⅱ二皿

一時軒随筆：：．：．：：．．：．．：⁝⁝⁝⁝⁝．．；Ⅲ一奴

潮来図誌；⁝：⁝⁝：⁝：．．：．．：．：⁝：：⁝皿一面

万治二板：︒：：⁝：Ｉ冤刈
︑Ｉ血剛︑Ⅱ一・脚
３

慶長古活字．：：；：：⁝：：：：：⁝⁝：︒Ｉ五皿

伊曽保物語

磯先物語：︒⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝．．：．：：：：：⁝Ｉ狂腸

伊勢物諮朋疑抄：⁝・Ｉ己副︑Ⅱ三吋︑Ⅱ三刷

慶長元和古活字⁝⁝⁝⁝⁝Ⅱパ剛︑Ⅲ二期

慶長元和古活字︲．．︲：：：：⁝・・：⁝・⁝・而趾脇

いさよひの日記

元和寛永古活字・・・：．⁝⁝⁝Ⅱ︒瑚︑Ⅳ｜飛

牽牛花百首：・・・：：；・⁝．：．：．⁝⁝：．：．⁝：Ⅲ江獅

鍛嘩戸分舟．．：⁝：：：：．：⁝・・：・・：：．⁝︒：Ⅱ一脱

Ⅳ二剛

医普大全：・・・・・・・Ｔ内剛︑︑出兜︑Ⅲ一鯉︑Ⅲ江鮎︑

行

石狩日誌←﹁とう﹂東西蝦夷山川地理取洲紀

阿字義釈・；・⁝⁝⁝⁝・・︲：Ｉゞ八Ｗ︑Ⅲ｜胴︑Ⅳ一眼

吾妻鏡
慶長十年古活字伏見版⁝⁝：⁝⁝．Ⅱ両剛
慶長元和古活字版：．．§⁝：．．・・・：：．Ⅱ↑蒋皿

東講商人鑑・⁝⁝⁝⁝⁝︒：：⁝：︒：．：：⁝．．Ⅲ一澗

東錦絵←﹁こが﹂小型絵本七種

︵伊豆七島関係書︶・・・：：・．：・・・：：：：⁝・⁝Ⅳ・加

医心方⁝⁝：．：︒⁝：⁝⁝・⁝：⁝：．：．：．・・・・Ⅳ・一剛

異人恐怖伝⁝⁝⁝：⁝・・⁝⁝：．⁝︒：︒：・・・．．Ⅳ三川

︑Ⅲ山馴

鴉片始末・⁝：：・・⁝：⁝．．：：・・⁝⁝・⁝⁝：：Ⅲ丘知

あみだの本地・⁝⁝⁝：︒：．．：⁝：⁝．：：：：Ⅳ一君知

雨夜三杯機嫌⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝・Ｉへ

有馬私雨⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝：．．⁝・・：：⁝⁝Ⅳ三湖

医範提綱並内象銅版図⁝⁝⁝Ⅱ云鋸︑Ⅳ三噸

今川了俊⁝⁝⁝：．：．．⁝．：．．・・・・・・・・・・・：．．Ⅱ｜パ沌

医方類聚・⁝：⁝：：⁝・；⁝⁝⁝：：．．⁝：：．Ⅱ卿輔

伊勢参宮巡路名所風景之図←﹁こが﹂小型絵
本七種

案内者⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝Ⅲ一魏
︵飯山亭米麦喰翁狂歌書︶・⁝：・・・・・・・⁝：⁝Ⅲ三畑

入鹿：⁝⁝・・⁝・⁝・：・．：：⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝Ⅲ叫万

五百崎虫の評判⁝・・・：．：⁝・⁝・⁝⁝・・・・：．．Ⅲ一畑

彩画職人部類⁝Ｉ一一一蝿︑Ｉ五剛︑Ｔ大町︑Ⅳ一一砺

伊勢物諾
慶長古活字．：．・・・：：．．：：．．；Ｉ〃脱︑Ⅱ万別

因果物語・⁝・・・・：⁝・・：：：：⁝：⁝︒：．⁝・⁝Ⅳ三卿

４４
慶長十二古活字⁝．：．⁝．．⁝：⁝・・：⁝Ⅱ皿１０

一蝿︑Ⅱ天瀬︑Ⅲ｜皿︑

一弼

生入華葦芽．：：：⁝．：．：：・・・：．：⁝・・・・：⁝．Ⅳ

慶長十三古活字⁝Ｉ

為愚痴物語・⁝⁝：：・・・：．．：：：：・・・：：⁝Ⅱ左妬

池の坊專明廿二瓶図⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝・⁝皿一一鞆
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六十四一四古書目録に見る書影（四）

韻府群玉・・・・・・・・．．・・・・⁝

韻鏡：：．．⁝・⁝：⁝．：：

栄華物語⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝；・⁝⁝・・⁝⁝・⁝Ⅱへ邪

絵本江戸土産

確下り竹斎⁝⁝・・⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝Ⅳ

宝暦明和板・・・・：：⁝・・・：．：⁝・・・：⁝︒：Ⅲ一一仰

英米対話捷径：：⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝⁝．．⁝Ⅳ一弧

嘉永三〜慶応三年板：・・⁝⁝．：：︒§⁝Ⅳ三剛

１９

絵本江戸名所：．⁝：⁝．：︒：⁝：⁝・・・⁝・・Ⅱ両㈱

Ｔ上叫門別

⁝・・⁝⁝・・Ⅳ三断

一砺

絵入観音経⁝⁝⁝．．⁝：・・⁝⁝⁝・⁝．．⁝Ⅱ己師

．︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒

１６
１２

・・・︒Ｕ・・・・面川叫江戸・﹃Ｊ

絵本大人遊︑︒；・⁝・⁝・・：⁝⁝・⁝・・・・・・・⁝⁝Ⅳ一一激

︒︒︒

絵本女今川・⁝・⁝⁝⁝・・・⁝⁝・⁝Ⅱ万︑︑Ⅲ庇弛

一郡

．Ⅱ云銘︑Ⅳ一一一蹴

絵入香道秘伝巻．．⁝・⁝：・・・．：・・：．．⁝・・⁝・・Ⅲ｜抑

絵本怪談揃ｌ▽﹁かい﹂怪談本八種

魚鑑・⁝：・・：⁝・⁝⁝⁝

易林本節用集．：：・・：．．⁝：⁝⁝：Ｔ去血︑Ⅱ売兜

韻府古豪彙選．．⁝⁝⁝

蝦夷日誌⁝⁝⁝⁝・・・⁝⁝⁝⁝⁝Ⅱへ叩︑Ⅱ二仇

⁝・・⁝︲・・：Ⅳ

⁝⁝⁝・⁝Ⅲパ鋤

右京太夫家集⁝⁝：⁝

Ⅱ﹄︿剛︑Ⅱ｜辱岻

絵本栄家種・・：︒・・・：．．：．：︒Ⅲ四伽︑Ⅲ四剛︑Ⅳ一雨

絵本詞の花・・⁝．．⁝・⁝：︒⁝・⁝⁝Ⅲ五畑︑Ⅳ一一郷

︵絵本四十八樫︶⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝Ⅱ妄遡

絵本四季花・⁝⁝：：⁝⁝．．：・・⁝：：：．：．Ⅱろ棚

絵本浄瑠璃絶句⁝・⁝・⁝⁝⁝・⁝・・⁝⁝・⁝Ⅲ血朔
・３

一一雌

絵本職人鑑・⁝．：．：：．．・・・：・・・：：．⁝・⁝・・・：Ⅲ三郡

蝦夷漫画⁝⁝・⁝・⁝・⁝⁝・⁝⁝・⁝・⁝⁝・・・Ⅲ

︵江戸河東節正本︶・⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝・⁝Ｉ五岨

確癖狂紋帳：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝．Ⅳ

一厩

︵江戸時代菊文献四種︶・⁝・；⁝・・⁝⁝⁝⁝Ⅲ血似

画本宝能櫻：・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝・・⁝Ⅱ回岨

絵本青模美人合．：：⁝⁝⁝⁝⁝：︒⁝⁝・⁝Ⅳ一魏

絵本竹馬の友←﹁えほ﹂絵本四十八種

一師

江戸名所記⁝：⁝⁝・・⁝︒：⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝Ⅳ一流

絵本常盤草・⁝：．：．．：⁝・・・⁝：・・：・・・：．：⁝Ⅳ一一砺

絵本豆腐記←﹁えほ﹂絵本四十八種

画本舞台扇⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・・Ｉ五剛

絵本風流三十六人集・・・・⁝・⁝：⁝⁝：・・・：．Ⅲ一一蠅

絵本武勇鑑←﹁にし﹂西川祐信絵本五種

婚鞭絵本年中行事⁝⁝︒：：︒⁝⁝⁝Ⅲ一凧︑Ⅱ一嗣

絵本東わらは⁝：・・⁝・・・・⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝・Ｉ五肺

江ノ島大草子・・・⁝・・⁝：⁝：・・・：・・：・・・⁝・・・Ⅲ三蠅

絵本異国一覧⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝Ⅳ一一一剛

絵本真葛原←﹁にし﹂西川祐信絵本五種
絵本時世粧・⁝・⁝⁝：︒⁝⁝⁝⁝・

八噸︑Ⅳ一通

画本東都遊・⁝：・・・・・・・．．⁝・・⁝⁝・Ｉ北酬︑Ⅲ一知

犬子集・・：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝・⁝：Ⅱ一一脇

江戸名所図会⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝Ⅱ︿姉︑Ⅲ四恥

江戸名所←﹁こが﹂小型絵本七種

江都花日千両・・・・．：︒⁝⁝・；・⁝⁝：．⁝．：Ⅳ

江戸雀⁝⁝⁝：︒⁝：⁝・⁝Ｉ五蝿︑Ⅲ一刑︑Ⅳ一一一噸

江戸絵簾屏風・⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝・・・⁝・・⁝Ⅱ万万

擁譲もしほ草・・⁝・・・・︲⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・・・・⁝Ⅱ

四剛

浮世続：：・・・⁝・・⁝：．︑

ｌ

．Ⅳ一一一郷

．Ⅲ二弧

Ⅳ｜猟

．Ｉ北醗

Ⅱ両蝿

．Ⅲ四畑

︒ＴＩユノ４４▲

｜ＬｎＭＪ

Ⅱ西畑

lFL1一

一一州

︵浮世草子好色本零本︶

‐バーn−

153224

寛文板：．．⁝⁝⁝・

延宝板⁝⁝：⁝．︑

且Ⅲ
ⅢⅢ

Ⅱろ池

１Ｌ︑
１１

Ⅱ北ｌ２川咄︑

ⅢII
−１

249502
−︲ひ

62255
､
､

､
､

､
，

うすゆき物語

謡本
慶長古活字．：・・・．

元和卯月本・
団扇図様集・⁝・：・

宇津山小蝶物語・

うつぼ物語・⁝⁝
姥が池ゑづくし︒⁝
海の幸：．⁝⁝・⁝

昨字義・⁝・⁝・・・：．．

雲根志・・⁝：⁝⁝：

雲門匡真禅師広録

三 三 ノ ミ

Ⅱ
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蝦夷葉那誌⁝：⁝⁝・・⁝⁝⁝⁝・・・⁝⁝︲︲⁝Ⅲ

Ⅳ Ⅲ

１
．Ⅱ己的︑Ⅳ一一一

二 二 三 三 −

宇治拾遺物語：：・・：．．．

209248241

絵本十寸鏡←﹁にし﹂西川祐信絵本五種
篶録

延命字学集⁝⁝・・⁝⁝︒：

御伽草子︵いわゆる渋川版︶⁝⁝⁝・⁝：Ⅲ叫門

文化六年刊：：：⁝・・・・

寛政八年序刊・⁝．．：：

︒Ⅱ川鵠

︒Ⅳ一卿

．Ⅳ三剛

和蘭医話・・：・・・⁝⁝・・・⁝．：︒⁝：．：．⁝・：・⁝Ⅲ二訓

女郎花物語⁝・・・・．？・・・：；・⁝・：．⁝：：⁝：．Ⅳ三畑

Ⅱ天川

応庵和尚語録⁝⁝・⁝・⁝．．

和藺天説井天球図・・⁝︒Ⅱ両祀︑Ⅲ江湖︑Ⅲ一一哩

Ｉ２

冠Ⅲ皿血〆胴Ｎ恥

Ｉ８

︒Ｔ九九︿ｕＭ

踊独稽古：．⁝⁝⁝⁝・⁝・・・：．⁝⁝：︒⁝：⁝Ⅲ五

絵本都風俗姿鏡・・：⁝⁝：︒⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝Ⅲ凹１的
２

王昭君．⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：：

．Ⅱへ剛

輝御伽蝉子．⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝：︒⁝⁝・⁝⁝：Ⅲ湖

絵本虫撰⁝・・・：．Ｉ叫捌︑Ｉ上郷︑Ⅱ四叩︑Ⅱへ湖

往生要集：⁝⁝・⁝・⁝：：：

絵本都の錦；：︒⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝Ⅱろ郷︑Ⅲ刑

絵本都草紙←﹁にし﹂西川祐信絵本五種

Ⅱへ柳︑Ⅱ三醜︑Ⅲ江湖︑Ⅳ一邸

往生要集抄・⁝⁝：⁝⁝・⁝

くｎｕＪ

絵本むしやさくら．：⁝・・・・⁝：：：・・・：：．．：Ⅲ一一邪

一一蜘

Ⅱご期

新定和蘭文範⁝：・・⁝．：⁝・⁝・⁝・；⁝．：⁝Ⅲ〃畑

和蘭文典訳語筌：：・・・：．：：．．：・・：・・：：・・：Ⅲ川畑

緬文典読法⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝・⁝Ⅲ州獅

︑Ⅳ

Ⅲ一加

和蘭字彙・⁝⁝⁝⁝・⁝：︒⁝・⁝⁝Ⅱ三

︒Ⅲ三姫

噸銅和蘭薬鏡⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝Ⅳ砺

一姻

︑Ⅳ三恥

う２

倭 蘭 語 法 解 ⁝ ： ⁝ ⁝ ・ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ． ： ： ⁝ ⁝ ． Ⅲ 判Ｉ別
３

絵本物見ヶ丘・・⁝・⁝⁝・⁝⁝・⁝・⁝・⁝⁝：．Ｉ九郡

阿蘭陀ぱなし⁝・⁝：⁝⁝⁝・⁝︒：⁝・・⁝⁝Ⅳ

黄檗山断際禅師伝心法要

︲Ⅱへ師

Ⅱ二妬︑Ⅱ穴馳

御馬印・・・・：：：：・・・⁝・・・：

大江戸図説集覧初戦・⁝⁝

−１

嶌邨画譜・・・・⁝⁝・⁝⁝︒：・・

ＦＩＦヘリ

︑皿岻り白

絵本百千烏⁝：．Ｔ大川︑Ｔ九卿︑Ⅱ晒幽︑Ⅱへ醜︑

絵本琉球軍記・⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：Ⅲ一砺

大鏡・・・・・・：︒⁝⁝・・・・⁝・・・・：

一一醜

罐肥御薬院方．：︒⁝：：．：⁝⁝．：．⁝：．．：：．Ⅳ弼

︵音曲烏ぼし折名づくし︶．．：・・：：⁝⁝⁝：Ⅲ
．．⁝・・⁝・⁝・⁝Ⅳ

御手鑑．：．．⁝：．．⁝・・・・・・・・・・・・・・・・・⁝・・・・：．：︒Ⅲ一汕

音曲道しるべ．．：：：：．⁝・・・：．⁝・・・：：・・・Ⅱ己理

御行幸之次第←﹁かん﹂寛永行幸記

⁝⁝⁝・・⁝；．Ⅳ一︽︑

０

大坂進状・⁝⁝⁝・・：⁝：⁝

⁝⁝・⁝・⁝⁝Ⅱ匝乃

女鎌足．⁝．：・・・⁝︒：．：・・・：．・・・：．：．⁝⁝．．⁝Ｉ一斯

一一帖

大雑書⁝：：︒：：：・：⁝；・

女用訓蒙図葉：⁝：⁝・・⁝．：：．．・・・：．．・・・：：Ⅲ三畑

大鏡←﹁さん﹂三鏡

大塩平八郎撒文・・・・：・・⁝

⁝・⁝⁝⁝⁝・・Ⅲ二州

一一姉

50−

絵本大和錦←﹁にし﹂西川祐信絵本五繩

絵本龍宮遊←﹁えほ﹂絵本囚十八種
ｉ３

円悟心要添足・・・・⁝⁝・・・⁝⁝⁝；・⁝・⁝⁝︒Ⅲ一而

円覚経略疏之紗⁝・・：⁝・・・⁝：⁝：⁝・⁝Ⅱ天狐

翁竹⁝⁝⁝⁝⁝・・：．⁝・⁝．

円翁画譜⁝⁝⁝：：．．⁝：・・・・・・・・・・・：．⁝．：．．Ⅲ｜蝿
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一測

慶長古活字：：：．⁝：⁝⁝・⁝・・⁝・⁝・・Ⅱ七皿

孔子家語

元和寛永古活字版：．．⁝．：

麺犀広嗣紀要・・・・⁝⁝：︒⁝⁝⁝

２

孔子聖蹟図説諺解⁝：：⁝．：⁝

好色一代男・・：：１判Ⅱ︑Ｉ七例︑

好色一代女；・⁝Ｉ四肥︑王︿型︑

好色訓蒙図彙⁝．：．．：．⁝．．⁝⁝

好色かんにん記⁝・⁝・⁝・・・：：

2474931291972471532035165151069402286194

形影夜話⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・；：．⁝Ⅲ

元和寛永刊・⁝・⁝⁝・・・⁝⁝・⁝⁝：︒・・・Ⅲ四師

１５
４
寛永刊：︒⁝・⁝・⁝・・⁝⁝・⁝⁝⁝：；⁝Ⅲ札

源氏物語

源氏二十巻抄←﹁げん﹂源氏物語紹巴抄

慶長古活字⁝⁝⁝Ｉ五伽︑Ｔ光刷︑Ⅱ天理︑

慶長四古活字伏見版⁝・⁝

経史証類大観本草．：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：Ⅱ己捌

経史証類大観本草←﹁たい﹂大観本草

癖図嵜仙金玉抄：．：⁝・・・・・・・・・・・・：⁝⁝⁝：皿一弼

けいせい色三味線・・・⁝Ｔ丸加︑Ⅱ凹叫Ⅱ天畑︑
Ⅱ天汕︑Ⅳ三慨

Ⅲ一Ｍ

寛︑水古活字・・⁝⁝・・・・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝．．Ⅳ三湖

元和九年古活字：：︲⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：．Ⅳ三諏

御躍源氏物語：⁝・⁝⁝：：⁝：⁝⁝：⁝・⁝Ⅲ一魏

︑Ⅱ美郷︑Ⅲ一一狐

傾城みだれ藤⁝⁝：︒：・・⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝・・・Ｉ一獺

好色小柴垣巻三・：・・・⁝⁝⁝．

Ⅱ三浬︑

､

､

､

Ⅱ Ⅱ

Ⅱ

傾城許三味線⁝⁝⁝・・：・・・⁝・⁝・・⁝・・⁝：︒Ⅳ一湖

傾城三鱗形：．・・・⁝．：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・・⁝：Ｔ尚珊

燕解鑑醇源氏物語⁝：⁝⁝︲⁝⁝・⁝：・・・⁝Ⅳ一亜

好色袖鑑：．⁝・⁝⁝・⁝⁝・⁝・・：

lZLI云司
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傾城三島暦⁝⁝・・・・：：︒Ⅱ五

けいせい由良湊・⁝⁝⁝⁝：．⁝．．⁝⁝⁝Ⅱ己那

好色伊達男⁝⁝・・・⁝⁝⁝：．⁝．

好色十二人男．．：⁝⁝：⁝．．：；︲

好色五人女⁝．．⁝：．⁝︒Ｔ九恥︑

畷鉦玄冊七百韻⁝⁝⁝⁝⁝・・：．⁝：⁝：︒：皿一而

二加

源氏物語紹巴抄⁝⁝⁝Ｉ九血︑Ｉろ認︑Ⅱ叫川︑

彦蔵漂流記⁝⁝．．：．：⁝⁝⁝：⁝⁝．．：：Ⅱ一亜

Ⅳ

景徳伝灯録：．：．．⁝⁝⁝⁝・⁝．．：⁝⁝⁝Ⅱ両州

一砺

華厳一乗教分記⁝：．⁝⁝Ｔ向蹴︑｜︲九吋︑Ⅳ一一亜
目覚し草⁝．：⁝：︒⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝．．：⁝Ⅳ

化粧なぞ雪の水︲←﹁えほ﹂絵本四十八種

IJLI

17Q

好色旅Ⅱ記⁝・・・・⁝・⁝・⁝・⁝⁝：Ｉ１
江茄１
︑両
冊別
１

光琳新撰百図：？⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝Ⅲ三訓

光琳凹式：⁝⁝⁝．：⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝Ⅲ一湖

高野大師行状図剛⁝・⁝⁝⁝：⁝Ⅲ川蠅︑Ⅳ一万

刻白爾天文図解：：．：・・・：Ⅲ一凧︑Ⅲ川畑︑Ⅳ一噸

古注千字文：⁝：．．：・・・：．？⁝・⁝・・・：：⁝Ⅱ両姻

郷艀尽小袖ひながた：⁝．．：．：・・・Ⅱ晤応︑Ⅲ一弼

好色文書兼巻叫⁝．：．⁝・・⁝・⁝⁝⁝⁝：Ⅲハ別

好色とし男⁝⁝：⁝・⁝．：：⁝・・・・Ｔ︲た脇︑Ⅲ血獅

五経⁝：・・⁝⁝⁝・⁝．：：：：：・・：．．⁝・・・⁝・・Ⅳ｜｜砺

︵小刷絵本七種︶・⁝⁝．．：：・・：・・・．：・・：．・・・：Ⅳ一ゞ稲

皇和魚譜：：︒⁝．Ⅱ一﹄鮒︑Ⅳ一稲︑Ⅳ三鯉︑Ⅳ三剛

古文孝締⁝・・・・．：．．：．．：：：・・・：．：Ⅱ万釦︑Ⅲ一昂

五百八十七Ⅲ⁝⁝⁝．：︒⁝・・⁝⁝：⁝︒：．：︒Ｉ一二醜

五百家註音弁昌黎先生文集⁝・⁝：：．⁝⁝Ⅳ一亜

・０
妓 銅 図 識 ・ ⁝ ： ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ・ ⁝ ： ⁝ ： ︒ Ⅲ 内・的

五灯語録：・・⁝：︒⁝・⁝．．⁝⁝⁝⁝：・・・：︒⁝Ⅱへ州

︸房Ｊ１

好色伝受・⁝・⁝：：⁝．．：：：．・・・・⁝⁝⁝：Ⅱ両郷

好色兵揃巻五：：：⁝：：︒⁝・・・・・⁝⁝・⁝．Ⅲｎ別

好色文伝授：⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝．Ⅱ言特川

碁経：：⁝：⁝⁝⁝⁝．：．：．．：⁝．．Ⅱ的︑Ⅲ一狐

一︒︻ｆ〃ｆ

︵好色本零本三桃︶．：・・⁝⁝：：︒：：︒⁝⁝Ⅱ一雪｜刈

羅古金銀典図録︒：：⁝：：⁝．．⁝︒：・・・：：⁝Ⅲ三畑

慶長古活字：・・⁝⁝⁝：．⁝．Ⅲ岨血︑Ⅳ｜一頭

古今韻会挙要：．．：・・⁝⁝⁝・・⁝：Ⅲ一麺︑Ⅳ三醐

慶長元和古活字⁝⁝⁝⁝⁝Ｉ・ゞ・畑︑Ⅳ一一加

１

碓好色みやと河物冊⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝・：・而乢州即

五家正宗讃：：・・・⁝・；⁝．：⁝・⁝・⁝⁝⁝Ⅱ両妬

慶長刊・⁝・⁝⁝⁝．．⁝・⁝：．：・・⁝：：：Ⅳ・一晩

古今川薮⁝：．・・・⁝．：・・・⁝⁝⁝．．：．⁝：・・⁝Ⅲ凹似
１３

古文真宝紗⁝⁝．．⁝．．⁝⁝：：．．：︒：・・・⁝．：Ⅲ川魏

古文真宝後錐：：：：：．：．⁝：：．：Ⅲ臥叫Ⅲが卵

古文尚書

断素妙論

元和寛永刊．．：⁝⁝⁝⁝：︒⁝⁝⁝：・・・Ⅲ｜一死

古今狂歌仙．：．．：・．．：．・・・⁝・⁝・⁝：︒⁝：Ⅱ妄蛎

古今狂歌仙．：：・・・・⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝・・⁝⁝Ⅳ一玩

Ⅲ江那

皇刺類苑⁝⁝Ｉ叫川︑Ｉ血Ｎ︑Ⅱ↓Ⅲ︑Ⅱ・叫趾︑

詰将棋秘伝紗：：⁝⁝・・⁝⁝⁝⁝・⁝：・・・・・・Ⅳ二ｍ

古今事文類聚⁝：︒：・・・・・・・：．：．⁝⁝：．⁝Ⅱ両慨

古今事文類聚⁝・⁝⁝・⁝：⁝：．⁝：：．⁝：．Ⅳ三湖

刻白爾天文図解←﹁こつ﹂刻白耐天文図解

南北朝期．：・・・⁝．：．：⁝：．：．Ｉ五川︑Ⅲ．職

室町初剛：・・・．．：⁝・⁝⁝・・⁝・・⁝・⁝⁝Ｉへ帥

古文真宝前集

香道秘伝書：：：：⁝：⁝⁝：：⁝・・・・・⁝：：．Ⅲ亙剃

古暦．．⁝・⁝⁝⁝⁝：．⁝：．⁝．．：⁝・⁝⁝⁝．Ⅲ一狐

古今雑話⁝．：︒⁝．：．⁝・・⁝・・・．．⁝：⁝．．⁝．Ⅲ回附
１２

弘法大師縁起絵巻⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：：．Ⅱへ副

鯏古今泉貨鑑．．⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝：Ⅲ一薊

金剛頂経．．⁝・・・⁝・・・：⁝．：．．：・・・⁝⁝・⁝⁝Ⅳ一脱

３
古列女伝⁝・⁝：．⁝⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝・・・：⁝Ⅳ一宗Ｗ

昊天地施輪之脚：⁝：：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：Ⅱ均別

批帝明堂灸経←﹁めい﹂明堂灸経
１７

弘法大師行状Ｍ川⁝⁝Ｔ曲姉︑ⅡＬ兎︑Ⅱへ繩︑

古今銘尽・・・・⁝：⁝・⁝：︒⁝⁝⁝・⁝：︒⁝・⁝Ｉ九Ｍ

金剛頂経附魎⁝・・・：．：．Ｉ︒鱒︑Ⅱへ畑︑Ⅳ一脱

文安元板・・・・⁝⁝・・・・⁝・⁝・⁝⁝：．：：︒Ⅱ北凹

弘安二板⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝・⁝・⁝．．⁝⁝Ⅲ｜腿

金剛頂礁伽経

２

古今養性録．：：・・・．：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝︒Ⅲ叫
銘
１３

□

古銭箱目録：⁝⁝：⁝⁝⁝．．：︒・・・・⁝：：．⁝Ⅲ迫馳

Ⅲ四剛

御成敗式目：．Ｉ川副︑Ｉ上別︑１兆脚︑Ⅱ両妬︑

古今俳譜師手鑑・⁝⁝⁝：Ⅱ凹師︑Ｉし駒︑Ⅱ北郷
Ⅱ三特価︑Ⅱ天蜥

後方羊蹄日誌←﹁とう﹂東西蝦夷山川地理取
調紀行
紅毛雑話・⁝⁝⁝：⁝：．⁝・⁝・⁝：．⁝．．⁝：Ⅲ兀叩
紅毛談⁝：⁝⁝⁝：・・⁝︐：：：：：：・・・⁝．．⁝Ⅲ五湖
高野山通念集：：．・・・：．・・・・⁝．．⁝⁝⁝⁝・⁝Ⅲ圧伽
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金光明最勝王経
平安末板：．

鎌倉中期板

Ⅱ州別
Ｔｌ判ＦＯ
Ｔ１旧ｎひ

山海集←﹁きよ﹂狂歌本六種

史記⁝・・・：⁝：⁝：⁝：⁝・⁝．．⁝．Ⅱ両郷︑Ⅲ一狐

字貫提要：⁝・⁝⁝・・⁝⁝：・・・⁝⁝：・・・：．Ⅱ宍郡

鹿野武左術門︑伝ぱなし・・・⁝：・・・：：⁝⁝Ⅲ一醜

色道熾悔叫：．．：．⁝．：．：．⁝・・・・・；：⁝．：．Ⅱ一一加

色道後Ｈ男⁝：：：．：．・・・・・・・：．：．⁝：：⁝⁝Ⅱ一噸

算学鉤致：：．：．・・・：：．．・・・：・・・：：・・・⁝・⁝⁝Ⅳ三姉

三綱行実・⁝⁝・⁝⁝：．⁝・・・⁝⁝・・・・・：・・・⁝Ⅳ一詞

三鏡︵大鏡︑水鏡︑増鏡︶⁝．．：．．⁝⁝⁝Ⅱ叫師

山谷詩集

姿記評林⁝；︲：：

罐 峰 流 四 季 百 瓶 図 ⁝ ・ ・ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ： ： ・ ・ ・ Ⅲ 叫１恥
４

９

元和寛永古活字⁝．．：：．⁝：；・⁝：；；Ⅲ一流

慶長元和古活字⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝︲．：．：｜︲皇断

さ
西鶴裕つれ〃く︑︲：⁝⁝・・：：︒⁝⁝⁝：・・・・・・・ＩＬＥ

西行法師一代記・・・・⁝：：．・・・⁝⁝・⁝・・・：Ⅱ天茄

︵Ⅶ仙本零本二種︶・・・：・・：：・・・⁝・・：︒：．：Ⅱ圭珈

︵西鶴本零本三種︶⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．Ⅱ言那

噸巍三才窺管：．．：⁝⁝・⁝・・・：：．⁝Ⅲ五卿ｍ出郡

三国朗詠狂舞台：．⁝：︒⁝︾︲刺別︑︾︲九型︑Ⅱ坐加

三川通覧図説・⁝：．⁝⁝：．：．⁝：Ⅱ両祁︑Ⅲ一輌

山谷詩集注・⁝⁝⁝．．⁝・・・・：・・・・・・・・⁝・⁝⁝Ⅱ艸鮨

四書・・⁝・⁝・⁝・⁝・・⁝⁝・・・・⁝．⁝⁝⁝・・・⁝Ⅲ五卿

四橦曼茶羅義問答⁝⁝⁝・・⁝・⁝Ｉ九聯︑Ⅱ己測

四十二国人物図説：．：．：．．⁝・・⁝⁝⁝⁝⁝Ⅲ一緬

庖言抄⁝．．・・・：・・・：．：・・・⁝⁝・・：・・・⁝・⁝．Ⅱ｜ノ跡

四季模様諸礼絵鑑：⁝：⁝・⁝・⁝・・⁝⁝︒Ⅱ両師

：Ｉ・︲：．：⁝・⁝．．⁝；．Ⅱ二那

︵西鶴本零本三種︶・⁝⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝Ⅱ三剛

彩色画選・⁝⁝・・：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝︒：．．Ⅱへ湖

唾輌三戯場︾肥魂尽・⁝⁝・⁝⁝・⁝・・：・・・⁝：Ⅳ一団

四生歌合・・・・⁝．．：⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝而出Ⅲ

四書大全⁝⁝．．⁝．：：．：．⁝︒：⁝⁝⁝・：・⁝ＩＬ別

讃潮記時之太皷・⁝⁝⁝・・・・⁝．．：：．．⁝・・Ⅱ六州

万治二板・：⁝・・・⁝⁝．．・・・・・・・：⁝・⁝⁝Ⅳ三Ｗ

志道軒元無草⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：．：．・・・⁝・⁝．Ⅱ上訴

質問本草⁝⁝・・⁝．．⁝・・・：：．⁝・⁝・⁝⁝⁝．Ⅲ四湖

十品考⁝．：．．：⁝・・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：．Ⅲ四刑

諏釧解臓図賦：．⁝・・・・：・・・：．：．・・・⁝⁝⁝⁝Ⅳ一畑

F「＝

画く４４．

西説観象経ｌ▽﹁せい﹂西説観象経

詩人玉屑・・・⁝⁝⁝：⁝・・⁝⁝：⁝：．：⁝⁝・Ｉ一加

三戯場暫のつらね←﹁しば﹂暫のつらね

山水略画式⁝・・・・⁝：⁝：⁝⁝：．．・・・・⁝：⁝Ⅳ一一細

三十六歌仙⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・・・・・⁝・・Ⅱ川那

地蔵菩薩本願経⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝Ｉろ灯

・・２

西遊旅押⁝・⁝・；：︒⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝：：．．⁝Ⅲ伽馳

子孫繁昌手引草←﹁まび﹂まびき捨子教訓書

西方要決釈義通規・⁝：⁝．．⁝⁝⁝・・・・：・・・．Ⅳ一厩

堺蹄・⁝⁝・・：⁝⁝⁝⁝︒：；⁝⁝⁝⁝：⁝Ⅱ万布

纂図附音増広古注干字文←﹁こち﹂古注千字

山水集←﹁きよ﹂狂歌本六種

讃岐国名勝図会：・・⁝・・・⁝・・⁝．．⁝：・・⁝⁝Ⅲ五蝿

算法古今通覧⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝・；⁝・・・⁝⁝Ⅳ三咄

日月束沸地平Ｍ説⁝：⁝⁝：：．．：：．．：：Ⅱ両加

悉曇字紀：．⁝・⁝・・⁝⁝Ｉ江兜︑Ｔ人師︑Ｉご妬

七書←﹁ぶけ﹂武経七書

坂田金平太平記：：・・・・・・：．・・・・⁝・・・：⁝．．Ⅱ元刷

文

栄景清：．⁝：：．：：．：：．⁝・・：⁝⁝⁝：．．⁝・而共狐

福草考⁝⁝．．・・・：．．⁝．．⁝⁝⁝︲・⁝⁝：：．⁝Ⅲ山師

寛永十二板︒：・・・・⁝・・・・・・・⁝⁝．：⁝⁝．Ⅳ二訓

三世相

竹実記・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝Ⅲ叫乃

狭衣物語．．⁝・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：Ⅱろ郷

軍年小夜衣・⁝⁝⁝：︒⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝Ⅱ伽

岬綱詩学大成⁝⁝︒：；⁝・⁝：⁝．Ⅱ両郷︑Ⅱ血鮖

０

猿轡⁝⁝・・⁝；⁝⁝・・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝Ⅳ一ゞ一郷

ｌ３

さるげんじ⁝⁝⁝︒：⁝Ⅱ天捌︑Ⅲ一詞︑Ⅲ二・抑

− 、 、 −

修華厳妄尽還源観・⁝⁝⁝：．⁝⁝・・・⁝．．⁝Ⅳ三郷

慶長十七板．．：．⁝．．：：⁝・・：．・・・：．：Ⅱ宍珊

慶長十一板．．：⁝・・・：．．：：．：．．：・・・：Ⅱ天那

天文二十三板⁝．：．：：．．：︒：Ⅱ一﹄奴︑Ⅲ一剛

自然居士．：・・・⁝．．：⁝⁝⁝⁝︒：⁝⁝⁝．：：Ｔ六判

中山伝信録：：⁝⁝・⁝・・・・⁝・・・Ⅲ一両︑Ⅱ一祠

︸︸３

侍腱絵つくし←﹁やま﹂大和侍農絵つくし

手跡文章・・⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝：︒：⁝：⁝Ⅱ五的

怖家十馬脚・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝．．⁝・⁝⁝Ⅱ両剛

十四経発抑．⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・：．・・・：．．⁝：⁝Ⅳ一通

輌十種千句・・：︲：⁝：．：・・・⁝：．・・・：．⁝：．：．Ⅱ九畑

ｈ︺

十叫経州臓川之側．：⁝．．：：・・：：⁝⁝：．⁝Ⅱ一参６

十五指南篇：：・・⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝；Ⅱ天瀬

芝居訓蒙図彙⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：︒；Ⅱ両獅

春秋経伝集解・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝Ⅱ四Ⅳ︑Ⅱ宍狸

十帖源氏：．．：・・・：⁝・⁝⁝⁝・・・：．：：⁝⁝．．Ⅲ五剛

寺︑︻

︵芝居絵づくし︶・⁝⁝・⁝⁝⁝・・・・・・・：⁝・・・・Ｔ人脳

信旧の小太郎：．．⁝・・・・・⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝：．Ⅲ八刈

芝居せりふ尽・︒：︒：⁝・・⁝⁝⁝：．Ⅱ西湖︑Ⅱ一一叩

重新点校付音増註蒙求←﹁もう﹂蒙求

酒仏妙楽経．：・・・：．．：．⁝．．：・・・：．：．．⁝：．⁝Ⅳ一雨

衆道綱目⁝・・：・・・：．：．．：⁝：⁝：．：︒：．：．．：Ⅱ一雨

重訂解体新香←﹁かい﹂解体新書﹂

十二月のしなさため⁝：．・・・⁝・・・・・・・・・・・・Ｉ己蒟

春秋左氏伝：．：・・・：⁝：．．：・・・：．：Ⅳ一派︑Ⅳ三断

春秋経伝集解・・・・：．：．：？・・：⁝：．：：：⁝：．Ⅲ一一醜

春秋⁝⁝⁝⁝︒：⁝・⁝・⁝・⁝⁝：⁝：；⁝：︒Ⅲ叫的

暦応二板・⁝⁝⁝⁝⁝：・・・⁝Ｉ一幅︑Ｉ州蛆

元和寛永古活字．．：⁝：：．．：⁝：・・：：Ⅲ叫協

室町初期板：．：．．：．：Ｉ上方︑Ⅲ一刺︑Ⅳ一一凧

古板⁝⁝・⁝：．⁝⁝⁝：⁝：．⁝⁝：⁝．Ⅳ一面

首梼厳義疏注経

０

暫のつらね・・⁝・⁝⁝・・・⁝⁝⁝・・⁝⁝⁝Ⅱ両珊

重訂解体新書内象銅版図：．：：⁝⁝⁝：Ⅳ三鰹

重撰三世相←﹁さん﹂三世相

四分掲磨・・・⁝．：：・・・：：：⁝・・・・：・・・・・：⁝⁝Ⅱ︿妬

重訂解体新俳内象釧版図←﹁かい﹂解体新

島原太夫手跡文章←﹁しゆ﹂手跡文章
寂室和尚語録⁝⁝⁝⁝；；⁝：：．．：．：⁝Ⅱ一一幽

︒▽庁ｊｊ

集蒙金剛経⁝・・・・：・・・・・・・・・・：：・・・：⁝・・・：：．Ⅲ丘餓

書

釈摩訶術論⁝⁝⁝・⁝⁝⁝．：：．：Ⅲ一ｍ︑Ⅳ一顧
釈論名目私抄．：．．：：：：⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝Ⅲ〃飢

沙石集

︵立斎先生標題／解注音釈︶十八史略⁝Ⅱ画知

春色梅児誉美・⁝・⁝︒：．⁝．．⁝・・・⁝⁝・⁝・・・Ⅲ幽加

蝿織十二歌仙行・・・：．．⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝：︒⁝Ⅱ二鮠

十八史略・⁝⁝︒：︲．：：⁝：・・・⁝・・⁝⁝：⁝：Ⅲ四噸

慶長古活字・・：⁝⁝．．⁝⁝：．：：．⁝．．：丁九別

元和二年古活字・・・・：：・・⁝．．・・・：：・・：Ⅲ三瓢

慶長十年古活字・⁝⁝：︒⁝⁝・・⁝・・・Ⅱ己捌

聚分韻略

川応二板：⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝・⁝⁝・・・Ⅱ両翻

文明十三板⁝；⁝：⁝⁝・・Ⅱ・癖晒︑Ⅱ宍加

五山板：；⁝・⁝⁝⁝：・・・：：：．：：⁝．：Ⅱ二兜

南北朝板：⁝⁝⁝⁝：︲⁝⁝

小学集説

小学：．⁝⁝・⁝・⁝：⁝⁝・⁝⁝・⁝・⁝⁝：Ⅱ両稲

順礼物語・・・⁝⁝⁝・・・⁝：・・・：・・⁝Ⅲ一所︑Ⅲ一元

順礼鎌倉物語←﹁たく﹂沢庵和尚鎌倉記

︵泗落本十一樅︶・⁝⁝⁝・・・・・・・・・・・：．：・・・・・・Ⅲ三剃

１句Ｊ

潴鞭余録：・・・・⁝⁝：⁝・・・：：：．．・・・：：．．：．：Ⅲ幽門

間易伝義⁝．．⁝・・・：：⁝⁝⁝・；⁝⁝：⁝．：Ⅲ一ｍ

周易古注⁝．．：⁝：⁝：⁝；⁝・・⁝⁝⁝⁝⁝Ⅳ一一Ⅷ

天文八板：⁝：：：．Ⅱ両踊︑Ⅱ天狐︑Ⅲ二狐

１門知︑Ⅱ阿卯

拾芥抄⁝⁝・・・：．．⁝⁝．．：．⁝⁝⁝・⁝⁝・・⁝Ⅲ一晩

周易：．：⁝：：：：：：：：：：．．：⁝・︲：：⁝：：Ｔ九１
閃

拾磯算法⁝．：⁝：⁝⁝・⁝⁝：・・・⁝．：⁝．．：Ⅳ三剛

永正元板⁝．：：：⁝・・・：．．⁝・⁝・・・⁝Ⅱ一﹄蛇

貞観政要

慶長古活字：⁝：．．・・・：．⁝⁝⁝⁝⁝Ⅱ宍測

十牛側・⁝：⁝：．：⁝⁝⁝・⁝⁝・・・・⁝．．・・・Ⅱ一両船

−56−
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慶長五年古活字．：・・・・・・・・・・：．⁝：．・・・：Ⅳ一一一畑

元和九年古活字⁝⁝・・・⁝⁝・⁝：⁝⁝Ⅲ一ｍ

・Ｐ﹃Ｊ︑︒︸がｈＵ
腱 長 五 古 活 字 ⁝ ： ⁝ ・ ・ ・ ： ． ⁝ ． Ⅲ△ハ
別Ⅲｈ帥

成川識論了義灯⁝．：・・・．．：⁝・・・・・・・・：⁝・⁝Ｉへ別

成唯識論述記⁝⁝⁝・・・・⁝・⁝・⁝Ｔ内師︑Ⅱ二噸

成唯識論：．．⁝・・⁝⁝：⁝⁝・・⁝⁝⁝⁝・⁝・Ｉ一犯

文明十年板⁝⁝・・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝Ⅳ二伽

文明四年板⁝：⁝．．・・・：⁝・・・：：⁝：：Ⅲ八９

詩林榔橇・⁝⁝：︒⁝⁝⁝⁝・・⁝：．．：・・・・・・Ⅱ万拓

詣遊芥子鹿子・・⁝：．：．．⁝⁝・・・⁝⁝：⁝・⁝Ⅱ二ｍ

行

心中恋の塊・⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝︒：．．：：：：：・・・Ⅲ五妬

新刻訓蒙図彙：⁝・⁝．．：・・：．．：：．．⁝：︒：Ⅱ西畑

新可笑記・⁝⁝・⁝：；⁝・⁝：．⁝・・Ｉ叫過︑Ｉ八〃

証顛本草序例⁝・⁝：⁝⁝：⁝・⁝・⁝．：．．：．Ｔ人狐

性霊集←﹁へん﹂遍照発揮性霊集

︸﹃７

附槻世音経⁝．．⁝・⁝・⁝：．・・・⁝⁝：．：⁝：︒Ⅱへ捌

知床日誌←﹁とう﹂東西蝦夷山川地理収調紀

将棊経：；⁝⁝⁝．：⁝⁝．：：；⁝⁝：．⁝︒Ⅱ万研

象棊経紗並作物：：・・・：：：⁝⁝・・：．．⁝．．Ⅲ八冊

将棋経紗⁝⁝・⁝⁝：⁝Ⅱ売弼︑Ⅲ五剛︑Ⅳ三蠅

新撰犬筑波集

寛永板・・・⁝・⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝Ｉ｜血盟

慶長古活字⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝・・・⁝⁝⁝︒Ⅱ四Ｍ

新撰絵抄百人一首⁝・・・・・⁝．．：・・・：︒⁝⁝・・・Ⅳ一河

一一独

浄瑠璃物語：⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝・⁝Ⅱ両刑︑Ⅲ一亜

０

将棋指揮太平記・⁝・・・：：⁝・・・・・・・・・・・⁝・・⁝Ⅲ一弧

昌黎先生文集⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：Ⅲ一一狐︑Ⅳ

新撰狂歌集⁝⁝・⁝・⁝・⁝⁝・・・：．．・・・：⁝．：Ⅱへ耐

︸︸９

一ｍ

誌将棋秘伝紗⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：Ⅳ

職原抄

慶長元和古活字⁝・・・・・⁝：・・・：・・・：︒：︒Ⅲ一万

慶長十三古活字⁝・︲．．⁝⁝：Ⅱへ鋤︑Ⅲ一皿

彬職人部類：︒⁝⁝：・・⁝⁝：・・・⁝・⁝．．⁝⁝Ⅲ一郷

真草二行節用集⁝・⁝・・・⁝：⁝：・・⁝・・・・：・・Ⅲ｜剛

新撰ひいな形⁝・・：・・：：・・：．．⁝．．：：．．⁝⁝Ｔ九狐

新撰普籍目録大全：：︒⁝・⁝⁝⁝Ｔ凡珊︑Ⅲ川捌

ぢんてき問答・⁝：：：⁝：．．：⁝：Ⅲ一加︑Ⅳ一弼

癖京童⁝⁝・・・・⁝︒：⁝⁝：⁝．：．．：：：．⁝：Ⅳ｜一雨

鏑雛当世信玄記・⁝・⁝・・・・：・・・：．・・・：・・・・⁝・皿一噸

「ー丙

将棊本・・・・・⁝・・・・︲⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝・・⁝：・・Ⅲ八協

染興舟・・⁝．：⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝了︲た噸︑

Ⅱ犬加

捷径医筌⁝・⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝・⁝⁝・・⁝・・⁝Ⅳ三獅

諸侯御船印図鑑⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝．：：．⁝Ⅱ五部

新体九相詩：⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝：．：Ⅳ三〃

新撰五十瓶図・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝．．⁝．．：．：．Ⅲ一耐

松源椥尚語録：．．：．⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝・・・⁝・Ⅱへ蠅

諸国旅雀⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：．⁝⁝：．．：．．⁝Ⅳ一一一汕

新竹斎・・・・．：．．⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝：・・⁝．：⁝皿一一刎

一郡

城西聯句⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・・・⁝⁝⁝⁝⁝：Ⅲ｜捌

術国道中商人鑑・⁝⁝⁝⁝⁝⁝︒：⁝⁝⁝・・１−↑抑

新定和蘭文範．．⁝：⁝：・・⁝・・⁝．．⁝⁝⁝⁝Ⅲ五湖

職人尽歌合・・：︒⁝・⁝・；⁝・・・⁝・・⁝⁝⁝⁝．Ⅳ

一一剛

諸将旗旋図⁝⁝・⁝：：．．：．・・・．：・・Ⅳ｜｜｜剛︑Ⅳ｜一耐

︵諸所色里細見二十八種︶・⁝⁝⁝⁝：︒⁝：Ⅲ｜郷

坐雁﹄︲１１

肺削勝景図会⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝：⁝：⁝⁝Ⅱ天瀬

声字実相義ほか︒⁝・・・⁝：：⁝．．：：：．．：⁝．Ⅳ三酬

声字義⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝：．⁝⁝．．⁝⁝．．Ⅳ

九鮎

畷爵考⁝：：・・・⁝⁝・・・⁝⁝：・・⁝︒：．：．．⁝：Ⅲ川棚

９
諸将肱雄図御桁物揃・⁝：．．：・・・・・・・・⁝⁝Ⅲ一面

新添荘子十論←﹁くか﹂句解南華真経

尚書・⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・丁

女中達紋尽・︲⁝⁝⁝・・・・・・・・：・・：︒：⁝．：・・・．Ⅲ三鯉

諸大名紋づくし・・⁝⁝・⁝：・・・：・・：・・・・・・・Ⅱ両畑

職工絵尽・⁝・・・⁝：．．：．：⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝：︒Ｉ血珊

女中談合ひいな形：⁝．：⁝⁝⁝⁝・・：：︒⁝Ⅲ〃即

成仙玉一口玄談←﹁かい﹂怪談本八繩
浄土名目図見聞・・⁝・⁝⁝・・；．：⁝⁝：：⁝︒Ⅳ一耐

岬純玄冊七百韻⁝⁝・：・⁝・・⁝．：⁝：：⁝：Ⅲ一刑

真如堂縁起・・・⁝・⁝・・・：・・・・・・・：・・・：・・・⁝⁝︒Ⅲ凡剛

小児要方．⁝・⁝：⁝⁝・⁝⁝；・⁝⁝：⁝⁝：Ⅲ丘畑

声明譜

− 0 ／ −

新美人合自筆鏡：．⁝Ｉ庇囎Ⅲ一証︑Ⅳ一訊

元和寛永古活字⁝⁝⁝・・・・・・・：；．：．Ⅱ天郡

雪華図説・・・・・⁝⁝：．⁝．．⁝⁝：︒⁝・・・：．．：・・Ⅳ一亜

相撲十日間勝負付・・・⁝︒：⁝・・⁝．：・・・：・・・・・Ⅱ七妬

酷

慢窩先生倭詞集・・・⁝．：．．⁝⁝⁝：⁝．．⁝：．Ⅲ一面

一一剛

新福原廓細見・⁝⁝・・・・：⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝：．Ⅲ一雨

節用料理大全：⁝⁝：．：⁝・⁝⁝⁝：・・・⁝．．Ⅲ川柳

貞和三年刊五山板：・・・⁝．：．：．：︒⁝⁝Ⅲ一一加

南北朝刊五山板⁝Ｉ五Ⅲ︑Ⅱ云娼︑Ⅳ

新武道伝来記・⁝⁝⁝・⁝：⁝；⁝・⁝・・⁝⁝Ⅲ一一蠅

成形図説：⁝︲⁝Ⅱ天鼎︑Ⅲ江那︑Ⅳ

節用集⁝・・・・・・：．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・皿一厩︑Ⅲ幽咽

説文解字築韻譜：．：：⁝⁝．：⁝；⁝・⁝．．Ⅱ二咄

雪峰空和尚外集

新編異国料理⁝⁝⁝⁝：・・⁝⁝・⁝⁝：⁝：Ⅱ北郷

清少納言犬枕⁝⁝⁝・⁝⁝・・・・・・：．．⁝：⁝：Ⅳ三捌

聖済総録幕要︲⁝⁝⁝⁝⁝：⁝．：Ⅱへ川Ⅱ二畑

識せりふづ︑くし．⁝⁝．⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝Ⅱ一﹄︿犯

一蝿︑Ⅳ一雨

新編俗解八十一雛経側・⁝・・・：︒：：・・・・・・・・・・Ⅲ一亜

新編晦篭先生語録類要．．⁝・⁝．：Ⅲ一潮︑Ⅳ一而

西説医範綱釈義⁝⁝．．・・・：⁝⁝．：．．：．︲．：・・Ⅳ

一一蹄

清拙和尚語録・禅居集：．・・・・⁝・⁝⁝：・・Ⅱ両如

禅居集←﹁せい﹂清拙和尚語録・禅居集

武道三国志⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝・⁝：︒：Ⅳ一恥
新編立華百瓶図彙・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝．：：：⁝Ⅲ四噸

清拙和尚禅居集←﹁せい﹂浦拙和尚語録・禅

撰集抄

禅宗永嘉集・・⁝：・・・：．⁝・⁝：⁝：⁝・⁝：⁝Ⅲ一脳

一知

新葉和歌集︒：⁝：⁝⁝・⁝・⁝：⁝⁝・⁝・・⁝Ⅳ

居集
西説観象経⁝⁝⁝．．⁝：：⁝・⁝．．⁝⁝．：：．．Ⅳ一一珊

Ⅳ一恥

慶長古活字⁝．：Ⅱ四隅︑Ⅱ｜弄川︑Ⅲ三獅︑

▼︲Ｊ三ｎ冊ｖ

舎密開宗・⁝・・・・・・・：：．⁝⁝：⁝⁝・；⁝⁝⁝川三銅

震雷記・⁝⁝⁝・⁝：．⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝面恥一⑲
人倫訓蒙図彙・⁝・・・：．・・・・・・・：．．・・・ｎ共哩︑Ⅲ四燗

西洋画談：．⁝．：⁝・・・：⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝：：Ⅲ一一棚

元和古活字：⁝：・・⁝⁝⁝：ＩＬ説︑Ⅲ一酬

随心如意輪心経⁝：：⁝・・・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・マ︲勉茄

郎

随求即得真言儀軌⁝⁝・⁝⁝：︒⁝⁝⁝：．：Ｉ︿ａ
Ｉｎｙ

西洋時規定刻範⁝・・⁝・・⁝：⁝・・・・・⁝：．：：Ⅲ

千手大悲陀羅尼経⁝：⁝・⁝⁝・⁝：︒：．⁝；Ⅱへ轆

水族写真鯛部⁝Ⅱ天州︑Ⅲ〃犯︑Ⅳ一堀︑Ⅳ三郷

輌時辰儀定刻便覧：⁝：︒：・・・：：．．：：・・⁝・・Ⅲ互恥

輌時辰儀定刻活測．：⁝⁝・⁝；⁝⁝・・・・．：・・Ⅲ五師

剪灯余話・・・：．．：・・・⁝⁝⁝・⁝：︒⁝⁝・・・：．．Ｔ︲た池

︸２
洗湯手引草．．：：．⁝：⁝⁝．：：︒⁝︒：⁝⁝⁝Ⅲ九︸妬

水鳥記．．：：⁝⁝・・・⁝：︒Ｉ江凹︑Ⅱ両湖︑Ⅳ三伽

青楼絵本年中行棚⁝．：：：⁝・⁝・ＴＡ断︑γ大川

剪灯新話句解⁝：︒：：：：：⁝：：︒⁝⁝・⁝・・Ⅳ一奴

末つむ花⁝・⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝Ⅲ川加

青櫻新美人合間舗鏡←﹁しん﹂新美人合自筆

随葉集：⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝・・⁝：⁝⁝：⁝．Ⅱ両畑

周防内侍・・⁝・⁝：⁝⁝⁝・⁝・⁝・・・：：．：．．：Ⅱ﹄︿畑

川柳評万句合・・⁝⁝：．．・・・：︒：︲：Ⅱ両迎︑Ⅲ江妬

川柳柳の糸⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・・・・・・・⁝・⁝⁝Ⅱ五沼

鏡
青模美人合⁝・・・⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝：︒⁝．．⁝Ⅳ一亜

姿見御ひいな形・⁝：：．：⁝・・・：⁝・⁝・・・Ⅱ両剛

捨子教誠のうた←﹁まび﹂まびき捨子教訓書

南北朝板・・：⁝・⁝⁝：⁝・⁝．：：．⁝・⁝Ｉ上６
７

永仁三板⁝：・・・．：．．：．⁝⁝：⁝．．⁝・；︒Ｔ九剛

神林僧宝伝

世間胸算用・⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝：︒⁝．：．．：：⁝Ⅳ一断

禅林類聚：：．：．：︒：︒⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：：︒Ⅱ四師
１１

施氏七書講義：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・・・・・：・・・⁝．Ⅲ回糾

・３

石燕画譜・⁝⁝・・・・．．⁝︒：．⁝⁝・⁝⁝：︒⁝．：Ⅲが蛸

青楼美人合姿鏡・・・・・・・・：．⁝・⁝︒：Ｔ☆Ⅲ︑Ｉへ肌

一蒋皿

ハⅢＵ
住吉相生の松：⁝．．⁝⁝⁝．：．⁝・⁝・・；⁝：Ⅱ︲／ゼⅢ

隅田川両岸一覧←﹁りよ﹂川岸一覧

住吉物語
慶長古活字・⁝⁝・⁝・・⁝：：．：：：⁝Ⅱ

−58−

古書目録に見る書影（四）
六十四一四

宗因千句←﹁にし﹂西山宗間当流速歌千句

素絢帖・⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・・・・：：⁝．：⁝・Ⅱへ刷

即身成仏義⁝⁝⁝・⁝：．．⁝⁝・⁝Ⅲ叫伽︑Ⅳ三酬

大般若経

大同類聚方寮本：⁝⁝⁝⁝・・⁝・⁝・⁝⁝Ⅳ三祁

臓志・・・・・⁝⁝・⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝．Ⅲ凹捌︑Ⅳ一ｍ

蘇東城先生詩．：：︲・・・⁝⁝．：・・・︲・・・：：⁝：．．Ⅲ一亜

祖庭事苑・・・・・⁝・・・⁝⁝．．⁝．．⁝Ⅱ己溺︑Ⅱ両知

近世末板：⁝・⁝・⁝⁝・・・⁝・・⁝⁝⁝・・・Ｉしね

室町板．：．・・・：．⁝⁝：⁝．：・・・：．．：⁝．：Ⅲ征脱

永徳以前板：：：⁝：．：．：．⁝：⁝・⁝．：Ⅳ一脳

宗祇諸国物語・⁝⁝：︒⁝⁝・・：．⁝⁝．：・・・Ⅱ己師

増刊校正王状元集註分類東壌先生詩：：：Ⅳ三剛

楚古良宇知．．・・・・⁝．．：・・・・・・：．・・・⁝︒：．・・・⁝．Ⅲ一一剛

荘子盧斎口義

鎌倉初剛板：⁝・⁝・⁝・⁝⁝・⁝︒：⁝Ⅱ両斯

大般浬藥経

文和三年板⁝：⁝．．：．⁝・・⁝⁝⁝⁝．：Ⅳ一脳

大毘臓遮那経供養次第法疏・・・・⁝⁝；⁝Ⅱ両潅

応永二四刊根来板⁝・；⁝⁝：⁝⁝︲⁝Ⅲ三郷

鎌倉中期高野板．．⁝・・・⁝．．⁝．：・・⁝⁝Ⅲ二湖

大毘瞳遮那経

Ⅲ五期

．Ⅱハ弱

◆Ｉ上Ⅳ

Ⅳ三瓢

卿嗜其姿紫写絵←﹁こが﹂小型絵本七種

た
Ｉ五皿︑Ｉへ弱︑

､ .

慶長刊古活字⁝：・・・・・・・⁝⁝Ⅲ一瓢︑Ⅲ五加

荘子南華真経：・・・・・・・：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：旧一珈

大学・中庸・⁝．︑

大慧普覚禅師書

Ⅲ；

荘子紗⁝・・・⁝・⁝：：：．・・・・⁝・・・・⁝⁝⁝⁝：Ⅲ州湖

造庭記・・・⁝：：・・・⁝：：：⁝・⁝⁝・Ｉ己弱︑Ⅲ一砺

大雅堂画譜：・・・・

大学中庸章句⁝

大毘盧遮那経疏．．§：．．：︒；：︒⁝：Ⅱへ蝿︑Ⅱ両卿

大腿瞳遮那成仏経疏⁝：．⁝．：・・・：．．：⁝⁝Ⅲ一ｍ

内裏雛・・：⁝：・・・⁝・・・・・⁝⁝．．；⁝：⁝．：．⁝Ⅲ三抑

大方等大集経・・・：：：・・・・・・・・・・：．．：・・・：︒：Ⅱ三特胆
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岬綱内科撰要・⁝⁝・・・：．．⁝⁝・⁝⁝・⁝：⁝Ⅲ一顧

一羽

Ⅳ二狸
．Ｉ︵加

大 毘 臓 遮 那 法 疏 ⁝ ・ ⁝ ︒ ： ⁝ ⁝ ⁝ ・ ・ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ Ⅲ 叫１胡
１

寛永元古活字・⁝⁝⁝・・⁝⁝Ｔ尚叩Ⅱ実酬

慶長元和板⁝・・・・・⁝・⁝・・・：．⁝⁝⁝⁝Ⅲ一面

慶握古活字：︒⁝⁝．：⁝．：︒⁝⁝⁝⁝：Ⅲ二珊

慶長八古活字：・・・：⁝．：⁝・巾党斯︑Ⅳ二眺

太平記

Ⅲ 八畑

．Ⅱへ畑
ＩＰ０
︐Ｔｌ川ｎＵ
−０ｖ

Ｉさ蛤

太平の御祭礼づくし：：⁝・・・・⁝・⁝・・⁝・⁝Ⅲ一二畑

．Ⅳ一一蝿

Ⅱ両加

．Ⅳ三州

太平百物語←﹁かい﹂怪談本八種

︲Ⅳ二卿

Ｔ１雪へ．
Ｔ１ｉｎＪ

．Ｉ犯閥
・Ｉも１Ｊ︑

而皿几？︼

１１

､
､

坤補訳鍵．：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝．：・・・：︒⁝︲Ⅲ三棚

二二IJu
＝

綱六臣註文選⁝⁝．：・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝︒Ⅳ

〕21665
2
4
4

大雅堂画法・⁝︒．

大雅堂山水縮図

Ⅳ且
Ⅲ

草木奇品家雅美・⁝⁝・・・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝︒Ⅳ一雨
□９
草木性譜・有毒草木図説：⁝⁝：⁝・・・⁝．．Ⅲ〃︸卿

大広益会玉篇・

大乗玄論・・⁝⁝．

大乗起信論⁝：．

祖苑聯芳集⁝︒：：：．：︒：．⁝．：・・・．：︒：．・・・Ⅱ両魏

貞和類聚柤苑聯芳集←﹁そえ﹂祖苑聯芳集
曽我扇八景：⁝：・・・・・・・：．．：．⁝：．：．．：．・・・：Ⅲ叫開

泰西七金訳説⁝

大随求陀羅尼・

元和寛永古活字⁝⁝・・⁝⁝⁝⁝：⁝・・且︿銘

泰西輿地図説・

曽我物語

寛永古活字．．⁝：：：⁝⁝・・⁝⁝⁝・・Ⅱ両蠅

大蔵一覧集・⁝

大川和尚語録⁝

大同類聚方：︒⁝

大塔公艤鎧⁝⁝

正保三板・⁝⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝Ｉ己別︑Ⅲ一珊

続可笑記．：︒⁝．．：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・・⁝：︒⁝Ⅳ一加

鋤辨鱸醜源氏物語⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝．：⁝・⁝Ⅳ一通

続小夜嵐．．：：・・・⁝：⁝・⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝Ⅳ三畑

〕56：

長恨歌←﹁かこ﹂歌行詩

離刻左小刀⁝⁝・⁝：：⁝．．⁝・・・⁝：・・・．：⁝Ⅸ一醗

竹本伝受箱・・・・：：：⁝．．⁝⁝⁝⁝Ⅲ一一識︑Ⅳ三瓢

長恨歌伝・・・・：．・・・・⁝⁝：⁝：⁝．：⁝⁝⁝⁝Ⅳ三捌

長恨歌仮名抄⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝・；⁝．Ⅲ四囲

沢唯利尚鎌倉記．：：⁝・⁝⁝：⁝．Ⅱ三応︑Ⅲ三州

忠盛祇園桜・⁝：：：．：．：⁝⁝：︒：︒：．⁝：Ⅱ己制

．︑８

．︸８

燗草集記⁝：⁝・・・⁝⁝・・⁝・・⁝⁝⁝：⁝⁝．Ⅲ八別

重修人天眼目．．：・・：．⁝．：・・・⁝：．．⁝：⁝；．Ⅲ一脇

長恨歌・琵琶行・野馬台←﹁かこ﹂歌行詩

慶長卜︲八古活字⁝⁝一︲九脇︑Ⅱ八期︑Ⅳ三恥

元和古活字：．：⁝⁝︲・・・・：︒⁝・・⁝・⁝：Ｉ一一肌

慶長古活字：．．：．．：・・・・・：．：⁝・⁝．．⁝・︾︲夫旧

徒然草寿命院抄

慶長九古活字．．⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝・⁝．Ⅲ｜｜加

慶長六古活字：．．：Ｉ一噸︑︾︲九脚︑Ⅱ一﹄薪

手影の図：：．⁝・・・：．⁝：⁝⁝：・・：・・⁝・・⁝．Ⅲ盃伽

帝鑑図説⁝⁝⁝︒：⁝・・⁝⁝⁝⁝︒：．⁝⁝：．Ｉ｜｜腿

︸・８

川Ⅱ
川川︐
トー解︐．︐︼・⁝・⁝⁝⁝・・⁝⁝・・・⁝．．⁝◆⁝⁝⁝．．Ⅲハ別
１１号︑

長生草⁝・⁝・・・⁝：：⁝・・・：．．：⁝・・：⁝：：．．Ⅳ一報

烟草百首・・・⁝⁝⁝・・⁝：：．．・・・：：・・：：⁝⁝Ⅲ伽別

︵煙草本コレクション︶⁝・・⁝・・・：：：．．・・・：Ⅲ血細

一一剛

天工開物・：：︒：．：：．：︒⁝⁝⁝・・：︒⁝：︒⁝：Ⅳ一一知

行

天塩Ⅱ誌←﹁とう﹂東閥蝦典山川地珊収澗紀

鍛適等集．．・・・：・・・：．：．⁝：⁝：・・・⁝・⁝・・：：Ⅳ一癌

勾

出来斎京土産：：⁝・・・・⁝．．⁝・・：．Ⅲ三柵︑Ⅳ三湖

朝鮮人来朝物語⁝⁝・⁝；⁝・⁝・⁝・・・：・・⁝Ⅳ

朝鮮人大行列記；：⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝・⁝・⁝Ⅱ上側

朝鮮使節行列図巻⁝：⁝⁝・；・⁝Ｉ︵邸︑Ｉ︿脳

朝鮮人大行列記川々御馳走方臆川曲馬Ｎ⁝Ⅲ〃湖

丹水家訓・⁝：：．・・・・⁝：⁝⁝⁝⁝：︒⁝・・⁝．︑伏鯛

丹台玉案︒：⁝：．：⁝・・・・：⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝．．Ⅲ一二知

︸９
弾誓上人絵訶伝⁝・⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝︲．Ⅲ伽︒制

地球全図略説・⁝・・・：：．．⁝⁝⁝⁝：⁝⁝Ⅱ二期

鎮火用心車⁝：：︒︲・⁝⁝・⁝・・・⁝⁝⁝・：・・・・Ⅲ五鯉

鎮火心得草・⁝・・⁝：・・；．．：⁝：：⁝・・：：．⁝Ⅲ五卿
江戸板⁝・⁝：：：．⁝︒：・・・．．⁝⁝：︒・・・：Ｉ江哩

竹斎

沈静録・・・・⁝：：：・・⁝：・・・．．：・・・⁝：⁝・⁝⁝Ⅲ一恥

天水抄・・・：．：．⁝．．：．：．⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：Ⅲ三妬

天正六︑し年片仮名版勝・⁝⁝．：．：：・・・．：Ⅱ州Ⅱ

天治二年良忍上人鞍馬寺文・：．：．：：⁝・⁝Ⅱへ綱

通言神代巻：⁝⁝⁝：⁝⁝：：・・⁝・⁝・・・・：．Ⅳ三躯

天台法華宗門要纂・・・：．．⁝：．：．⁝：⁝⁝・・・Ⅳ｜頭

天台三大部補注⁝・・⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝Ⅲ五凹

鎮州臨済恵照禅師語録←﹁りん﹂臨済録

忠義水耕伝画本・⁝．：⁝．：．⁝⁝．：：⁝：⁝︒Ⅲ川柳

通志昆虫草木略⁝⁝・⁝⁝：：・・・⁝：・・・：Ⅱ夫魏

・・２

忠孝潮来府志．：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・・・・Ⅲ血珊

通人の寝言⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・；・⁝．：・・Ⅲ一一涌

貞享板・⁝・⁝．．：．・・・⁝：・・・；⁝⁝︒：：︒Ⅲ八郷

抑中山伝信録⁝⁝⁝：：⁝：：︒⁝Ⅲ一雨︑凹嗣

一・３

巾︲山国使略←﹁りゆ﹂琉球関係書一括

通用古方詩括⁝：⁝・・・⁝⁝・⁝⁝・⁝：⁝⁝Ⅲ一動

束垣十書：．：・・・⁝・⁝：．：．：︒：．．・・・：：⁝・・・・Ⅱ四唾

唐王壽先生外台秘要方⁝⁝：︒・・・・⁝：・・⁝・皿一蹴

天満宮縁起・⁝⁝：⁝・・⁝：⁝⁝：⁝：⁝：：Ⅳ一一妬

寛永一七板⁝⁝．．：⁝⁝．：⁝⁝⁝；：︒Ⅳ三叩

至徳元板．．⁝・⁝⁝⁝・・⁝⁝・・・：・・⁝Ｉ己卵

伝法正宗記

︲叩川聰使略←﹁りゆ﹂琉球関係書一括

月次狂歌花鳥むすび⁝．：：：．．：︒⁝．：．⁝：Ⅳ一一飛

慶長古活字⁝⁝⁝Ｔ失職︑Ⅱ一一剛︑Ⅱ四Ⅲ︑

つれｊく︑草

津山藩懐中髪鏡．：：．・・・：．：．：⁝．．：．・・・・⁝．Ⅳ三池

中臣蔵←﹁こが﹂小型絵本七種
帥千字文・⁝⁝：⁝・⁝⁝．：．：．⁝・§：・・：⁝．Ⅲ一蝿
中朝事実・・・：・・・・⁝・⁝⁝・・・・・・・・⁝Ⅱし調︑Ⅱ二剛

中庸章句・⁝・・・⁝⁝⁝・・⁝⁝⁝・・・⁝⁝．：・・・Ⅲ一面

Ⅱ九剛︑Ⅲ二卿︑Ⅲ三魏
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六十四一四古耆11録に見る耆影(Iﾉﾘ）

東韓・琉球事略←﹁りゆ﹂琉球関係書一括

東海道分間絵図⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝．：：．．：︒：．Ⅳ二郷
常磐問答・⁝・・・・．：

緬御伽卿子：．：：・

利根川図志・；・・⁝

︵時計の本九種︶

豊国絵本・・⁝・⁝：

天保七板⁝⁝・・・・⁝：︒⁝・⁝︒Ⅱ己捌︑Ⅳ一池

導窓私録

天保九板：・・・・・・・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：：・・：Ⅲ叫珊

東西蝦夷山川地理取捌紀行．．⁝⁝：⁝⁝：Ⅳ・一↑Ｍ

刀劔害⁝．：．：・・・：．．：．：：：：⁝⁝⁝⁝⁝Ⅱ五卵

長 生 草 ← ﹁ ち よ ﹂ 優生草

伽榊内科撰要・・⁝：

な

隅龍之技・・⁝・・・⁝

鳥山彦⁝⁝：⁝⁝

−１７

：：：：︐︲︲︲：：⁝⁝⁝⁝．．⁝．．Ⅳ二措郷

どうけ謡かる口・⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・・⁝⁝・Ｉ一鯉
マトーＬ︑今生ざ

︐川伽九筋叩オー・⁝：︲

岬才子伝・⁝︲⁝．：⁝⁝・⁝⁝：．・・・Ⅲ一恋︑Ⅳ三洲

長崎土産︵延宝九︶

弛入花薄後編⁝．

長崎無尽物語・⁝．

I
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手Ｐ９１１４

・・６

Ⅳ 一一蛾

．Ⅱへ副

．Ｉ三畑

．Ⅳ一一一棚

︒Ⅲ五識

︒Ⅲ血邪

︒Ⅲハ弱

︒Ⅳ｜｜｜蝿

Ⅱ匝認

Ⅲ三堀

Ⅲ一畑

．Ⅱ一︿剛

Ⅳ三剛

三 三 三 二 1 皿 』 ﾉ ﾛ ﾆ I J L J −

．Ⅳ三剛

那波列翁伝・・・⁝︒：：⁝⁝⁝：．⁝⁝︒：⁝⁝︒Ⅲ門川

奈良名所八重桜⁝．．：・・・：：．．⁝⁝・⁝・⁝Ⅱ天捌

成田山分身不動．．：⁝・⁝．．：．．：：⁝・・・⁝・・・Ｉへ叩

南華真経←﹁くか﹂句解南華真経

南山俗語考⁝・⁝．．⁝・・・・⁝⁝・・・⁝・・・・⁝・⁝Ⅳ三嘘

Ⅲ一一豹

へ叩／︼

男色大鑑・・・Ｉへ的︑Ｔ九冊︑Ⅱ三特Ⅳ︑Ⅱ三脱︑

男色実語教：．．⁝︒：⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝：・・・⁝・Ｉ五伽

男色木芽漬：・・⁝．：⁝⁝⁝・⁝︒Ｔも卯︑Ⅱ一再伽

南都名所集．．：・・・⁝：．．・・・：︒⁝・・・・言︲九別︑Ⅱ﹄伽

南禰文集・⁝⁝．．⁝・⁝⁝⁝・・⁝・・・⁝：：⁝・・Ⅲ三肥

南陽忠国師般若心経註・円頓観心十界図形像

⁝・⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝⁝⁝︒Ⅱ叫蛇

二教諭巻下．．⁝⁝．．：．．⁝・・⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝Ⅳ三剛

紀行

西蝦夷日誌←﹁とう﹂東西蝦夷山川地理取調

︵内川祐信絵本五種︶・⁝．．⁝：︒⁝⁝⁝⁝⁝Ⅳ三剛

西川ひいな形・・・⁝．．⁝・⁝⁝．．⁝・・⁝・⁝．Ⅱ西畑

嘩細西川艶すがた・⁝；⁝⁝⁝⁝⁝Ｉ〃唖Ⅱ﹄︿湖

錦百人一首東織⁝・・・・・・・⁝・・・⁝．．Ⅲ圧制︑Ⅳ一弼

西山宗因当流速歌千句⁝⁝・・・⁝．：．⁝．：・・Ⅳ一祠

︒︸ｎグピ

二十四孝図会︒：⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：市判訂

寛永六板：・・⁝・・・⁝⁝：⁝：︒⁝⁝⁝・・・Ⅳ一凧

二体節用集
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桃源集．：⁝：︒：：⁝⁝・・・・・⁝・・・・・；・・⁝・・・・Ⅱ匝訂

童子問煙草唱和詩付録・⁝．．⁝⁝・⁝・⁝⁝．Ⅲ五珊

長崎土産︵弘化四︶

網蝉当世信玄記・・・・⁝．．⁝⁝・⁝：︒⁝・・⁝⁝Ⅳ一一楓

､
､

童子若さかり⁝・・・・・⁝⁝：．．・・・：．⁝：⁝・⁝Ｔ尚細

当世誰可身乃上⁝・・⁝⁝⁝⁝⁝・・・・・・・⁝Ⅱ｜｜那

仙人花伝耆：：．．：：

長崎虫眼鏡・・：︒⁝

当夢化廼花←﹁きよ﹂狂欣本六秘

紳蝿伽入岸之波・・・・

︸４
排雌当世虹のぞき⁝：⁝・⁝．．⁝：⁝．：．．・・・Ⅲ伽︒冊

東都勝景一覧⁝；：⁝⁝⁝：⁝⁝Ⅱ・へ剛︑Ⅲ一伽

唐太宗問対←﹁ぶけ﹂武絲七書

なさけ競⁝：．：⁝：

弛入華之図⁝⁝・⁝

なぞの本：⁝⁝⁝：

東都名所一覧⁝⁝：⁝．．⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝．Ｔ九醜
東城先生詩集：・・・・・・⁝・・・・⁝⁝：：⁝：Ⅱ一﹄加

錘蜘何亀百韻自註

郷

東遊草←﹁りゆ﹂琉球関係書一括

なには家づと：．．⁝

那波列翁一代記・⁝

十勝日誌←﹁とう﹂東西蝦夷山川地理取調紀
行

l
4
6
/lz

寛永九板：⁝・・・・：︒⁝⁝⁝⁝・⁝：・・・：︒Ⅳ三噸

日光山外道中風色順覧←﹁こが﹂小型絵本七

︻Ｊ″ｆ

ねさめの記⁝・・・：：・・・・・・：：．．：・・・・・・・・・・・：．．Ⅳ一而

鼠祠通夜諏・・・・・・・：：・・・⁝：．⁝：．⁝・⁝：：．．Ⅳ一弼

八代集⁝．．・・・：・・・・・・：⁝︲

・・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝Ⅱ六胡

・・・：・・・⁝．．⁝・・・・・Ⅲ一卯

⁝・・・・・⁝⁝・⁝・・・Ⅲ一酬

八卦．．：．：・・・⁝・⁝・⁝⁝．

⁝⁝・・・・・・・・⁝・⁝Ⅲ一銃

⁝⁝．．⁝⁝・・・・⁝Ⅳ一二断

郵華恥鉢山図絵⁝⁝．．：

花筐誓文月⁝・・・⁝⁝・⁝

発微算法演段諺解：⁝︒．

年中行事絵←﹁こが﹂小型絵本七種
念仏草紙⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝．：⁝・⁝Ⅱ売師

種
Ⅱ本永代蔵：⁝⁝⁝⁝・・⁝︒：．．：．．：：：⁝：Ⅲ伽閉

納紗布日誌←﹁とう﹂東西蝦夷山川地理取調

・・・・・・・⁝⁝⁝．．⁝Ⅲ二柳

・・・⁝・⁝・⁝・⁝⁝Ⅲ五翅

・・・：．．⁝⁝⁝◆⁝Ⅱ天畑

：⁝⁝・⁝⁝・・．⁝γ︲た判

花づくし・・・・・・・⁝・・・・・・．

万国新話：⁝：︒：⁝・⁝・・

花結錦絵合・・・・⁝・・・⁝・・・

二人びくに
紀行

万岡総側・異国人物図・

︒⁝・⁝・Ｉ三腋︑Ⅱ両犯

寛文延宝松会板⁝：︒⁝・⁝⁝．．⁝．．⁝．Ⅲ−抑

寛文四板⁝・⁝⁝．：⁝⁝・・・・⁝⁝⁝．Ⅱ己螂

は

般舟三昧讃・⁝・・・⁝・・⁝．

野槌・・・⁝：⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝・・・・⁝⁝・・⁝・⁝．Ⅲ一二湖

Ⅱ本書紀紗：⁝：．⁝⁝：．．：⁝：．⁝⁝：．⁝Ⅳ一脚

俳譜気比のうみ：・・⁝︒：．⁝⁝・・・⁝・・：⁝⁝Ⅱ叫認

日本書紀⁝．：：⁝︒：⁝．：⁝・⁝・・：・・⁝⁝⁝Ｉ仁開

Ⅱ本書紀神代巻

︒⁝⁝⁝⁝⁝・⁝Ⅱ己酬

・・・⁝・・⁝⁝⁝・・・・Ⅲ迩郷

万水一露・・・⁝：⁝：．．：

般若心経疏：．：．．・・・・・・・：

・・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝Ⅳ二池

万代冨栄貴草：．．⁝⁝ゞ ⁝⁝⁝・・Ⅳ二繩︑Ⅳ三鋤

榊蝿磐水夜話：．．：⁝：・・

俳詰煙草集︒：：．．：．：：．．：：．．§：⁝・・・・：：．．Ⅲ江湖

一一魏

俳諸南山見・俳諾敲尾の桃：⁝⁝⁝⁝・⁝Ⅲ五湖
︵俳詰ねざめ他︶・・・・・⁝⁝⁝．．：⁝：⁝⁝・⁝Ⅲ

誹譜一橘・・⁝：︒⁝．．：：⁝⁝・⁝：：⁝．．・・・：．Ⅳ一励

﹄？ｌ

般若理趣分：．⁝・・・⁝：

⁝・⁝⁝・⁝・・・・⁝Ⅳ一一蛾

⁝・・・⁝・・・・⁝⁝．Ⅱ両断

Ⅳ三川

⁝⁝⁝⁝・⁝・・⁝Ⅲ〃細

麺犀広嗣紀要：・・・⁝・・⁝

紀行

束蝦夷夜話⁝・・⁝：⁝⁝
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慶長四古活字⁝⁝⁝丁世剖︑Ⅱ一ｍ︑Ⅱ山肌
慶長十古活字・⁝．：・・・：．：：．・・・・⁝⁝．．Ｔ九Ｗ
慶長十五古活字・⁝・・・・．：︒⁝・・・・・；：：．Ⅲ一一鯉

慶長古活字：⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝・・：・・・Ⅱ叫舵

俳諾百人一首難波色紙・⁝：⁝：⁝．：．⁝：．Ｔ出Ⅱ

⁝⁝⁝・・⁝．．⁝．．Ⅱハ岬

慶長元和古活字；：．⁝⁝．．⁝⁝：：．⁝Ⅲ一肌

馬医書・・・・⁝・・・・：︒⁝：：⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝Ⅲ一加

・・⁝⁝・・⁝⁝⁝：Ｉへ侭

Ⅱ本書紀神代紗・⁝⁝：⁝：⁝⁝・⁝⁝：．．：Ⅱ一ｍ

侃文斎耕織図．：⁝・・・：：．．：．：．：・・⁝．．：：・・Ⅳ三Ｗ

雛形祇園林⁝：．：：⁝⁝

般若心経秘鍵：．・・・：：：︑

Ⅱ本桃陰比事・⁝⁝⁝：⁝⁝．：⁝：．．：．⁝．．Ⅳ一一厩

誹枕集⁝⁝・⁝：・・・⁝⁝．．⁝・・・：．：・・・⁝：⁝Ｉへｗ

般若理趣経・⁝・⁝：︒⁝：

日本百花写真図・・・・・⁝・・；・⁝⁝⁝・⁝⁝︒Ⅱ西瓶

琳郡掃寄草紙・・⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝．．Ⅳ一而

束蝦夷日誌←﹁とう﹂ 東 西 蝦 夷 山 川 地 理 取 調

９

癖榊日本福神縁起；⁝・・⁝⁝・・・・⁝：⁝⁝．．Ⅲ｜加

白氏文集⁝⁝Ⅲ叫叩︑Ⅱ西畑︑Ⅱ宍妬︑Ⅲ一一測︑
Ⅳ三断︑Ⅳ三捌

如意君伝・⁝⁝・・・：⁝：・・・・・・・・・・・⁝・・・⁝⁝：Ⅲハ銘

人天眼目

旅本備押之格・・・・・・：・・・・・・・⁝⁝⁝⁝・・：・・⁝Ｉ上期

菱川職人絵つくし．：．・・・

彦蔵漂流記←﹁ひよ﹂ 漂流記

Ⅲ

乾元二刊⁝：：．⁝⁝・・・・．．⁝・・・・：⁝・⁝Ⅲ三刎

八丈の寝ざめ草←﹁いず﹂伊豆七島関係書

三三

室町初期刊．．：．．⁝⁝．：︒⁝⁝・⁝：・・：︒Ⅲ四蝿

仁徳天皇名耳竃．．：．・・・・⁝：⁝・⁝：⁝：⁝：︑皇剛
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1

六十四一四古耆目録に見る書影（四）

武具訓蒙図彙：⁝・⁝・⁝⁝⁝・・・⁝：・・・．．⁝︒Ⅳ二郡

武器耐図・⁝・⁝・⁝：⁝．．・・・：．⁝：Ⅲ二別︑Ⅳ二翅

文武さざれ石．：・・・：．．・・・・⁝：．⁝︒：・・：⁝⁝Ⅳ一加

文正草子・⁝・・・：．⁝⁝⁝・⁝：⁝・・Ⅱ二棚︑Ⅳ三繩

古田流生花独稽古・・：⁝⁝⁝：．．・・・：：：⁝．ｍ出纐

翁一代記

美人絵つくし⁝⁝・：・⁝⁝：⁝・⁝︒：⁝⁝：Ｉ︵町

菱川ひいな形：．：・・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝︒Ⅱ両硴

武経七書．．：．．；：．．⁝⁝Ⅱへ弧︑Ⅱ三岨︑Ⅱ万鉛

分類東岐先生詩：：⁝．．：．．⁝・・・：⁝・・・：︒⁝皿一一測

福善斎画譜；⁝：⁝⁝⁝；．：⁝⁝⁝⁝：．．Ⅳ三卸

武家義理物語：．：⁝・⁝・・・Ｉ四剛︑Ｔ光畑︑Ⅳ一肌

瓶花群戦・⁝：・・⁝・・⁝⁝；⁝・⁝⁝．：・・・：・・・Ⅲ川棚

麺兵学訓蒙．：⁝：・・・：．：⁝・⁝⁝︒Ⅲ｜蝿︑Ⅲ流郷

秘蔵宝鐺・⁝⁝：：︒⁝・・・：・・・・・・・：．．⁝⁝：・・・Ⅲ一↓酬

武家節用集．：；︒：．：・・⁝・⁝・・・・・⁝・⁝・⁝⁝Ⅲ江州

肥前国鬼塚由来⁝．：︒⁝⁝⁝・⁝．：⁝：⁝：Ｉ︵〃

飛弾内匠⁝⁝．：．：・・：：．・・・・⁝・・・⁝．：：：・・・Ⅲ一砺

扶氏経験遺訓⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝．．；⁝︲・・・・・・：Ⅳ二畑

一堀

一本きく⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・・⁝⁝⁝．Ⅲ一測

平家物語

瓶花図彙：⁝⁝⁝・⁝．：Ⅱ天慨︑Ⅲ−佃︑Ⅲ

呼刷伽ひと里梢占←ふる﹁古川流生花独稽古﹂

一一蝿

伏見鑑・⁝：：：⁝・・・⁝⁝・⁝：︒：⁝．．⁝：︒Ⅱ売刈

舞正語磨・⁝︒：⁝・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝Ⅳ

一一

︑９
火之用心仕方⁝．：：⁝⁝⁝・・：⁝・⁝・⁝．Ⅲハ．腿

秘密曼茶羅教付法伝：．⁝：⁝．：．．：：：：⁝Ⅳ

一凧︑Ｔ人捌

慶長古活字伝嵯峨本⁝・⁝⁝・・：・・：・・・Ⅲ一曲

慶長古活字下村本⁝⁝⁝⁝Ⅱ万弱︑Ⅱ山川

慶長古活字中院本．：：︒⁝⁝Ｉ

Ⅲ禿対仇討．．⁝⁝・・・・⁝・⁝⁝：：・・・・・・・⁝Ⅱ二醜

扶桑名所狂歌集←﹁きよ﹂狂歌本六種

姫神金龍獄：⁝・・・・⁝⁝⁝⁝：・・⁝：⁝⁝Ⅱ川郡

仏教編年通論←﹁りゆ﹂隆興仏教編年通論

物初謄語⁝⁝：：⁝・・⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・・・⁝・Ｉ三聯

仏語明要︲：・・⁝：・・・．．⁝：：．・・・・⁝・⁝・⁝⁝．Ⅳ二釧

平治物語・・・・：⁝・⁝・⁝・⁝⁝：．⁝⁝・・・・・・・・・Ｉ三脳

寛永古活字付訓活字⁝．．⁝．Ｔ克昭︑Ⅱ応別

寛永元古活字・・・・：：．．：．．⁝．︑出叩︑Ⅱ実醐

武道伝来記：：：Ｉ

Ⅱ︑１−知︑Ⅱ︿繩︑Ⅱ三脱

榊武道三国志．．：⁝⁝・⁝・⁝・⁝⁝：⁝⁝：︒Ⅳ一流

物噸仙陥⁝・⁝：・・・．：・・・・・・・：：．・・・⁝・・・・⁝．．Ⅲ一而

湿照発揮性笠錐．：：．⁝⁝⁝⁝・・・・：．⁝⁝・・Ⅱ山師

弁顕密二教義：⁝・・：⁝⁝⁝・・⁝⁝・⁝⁝︒：Ⅳ一一一酬

弁慶物語．．⁝・⁝・⁝．：．：．：︒：：⁝⁝・⁝⁝・・Ⅱ制ぃ

弁慶一代記・・⁝・⁝：⁝⁝⁝．：⁝：．．⁝・・・Ｉろ帥

Ⅳ一噸︑Ⅳ三郷

戸 旬

秘密曼茶羅十住心論：：・・⁝：．．；：・・・・⁝Ⅱろ珊

百官略井弘安礼節⁝⁝・⁝・⁝⁝．Ⅲ｜測︑Ⅲ一一独

百人一首・・：：：⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝：：⁝⁝・⁝Ⅳ一一訓

仏説大報父母恩重経：⁝：⁝⁝：ＩＬ沼︑Ⅱ両測

平天儀及天儀図解・・・・：︒⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：︒Ⅲ一棚

平治物語←﹁ほう﹂保元平治物語

慶長古活字⁝：．：⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝Ｉ己硬

︑Ⅱ一﹄鋤︑Ⅲ一一郷

仏税膿訶酒仏妙薬絲：⁝・・⁝：︒⁝⁝⁝：Ⅱ両棚

仏光禅師語録⁝：⁝・⁝：⁝：．：⁝⁝：⁝．：Ⅱへ咄

百万ものがたり︒⁝⁝・⁝．．⁝⁝：．⁝：：⁝．ｎえ価

百人女郎品定⁝︒：⁝⁝Ⅱ｜｜

一瑚

百官略井書札礼・⁝．：︒⁝．．：．．・・・・⁝・§：・・・．Ⅳ一羽

州瞳寛窄弁・⁝・・⁝⁝：・・・・⁝：．．：・・・・・・・：．：Ⅲ

仏法大明録・・・⁝・・・・：⁝・・・・・⁝：・・・：・・・⁝⁝Ⅲ

仏説弥勒下生経・・⁝⁝⁝・・・・⁝⁝・・・；⁝⁝．Ⅲ｜肥

黄人太平記・・⁝⁝⁝・・・・⁝：：：ＩへⅧ︑Ⅱ一蒋肌

琵琶行←かこ﹁歌行詩﹂

父母恩重経←﹁ぶつ﹂仏説大報父母恩重経

碧巌録⁝・⁝・・⁝Ｔ尚蠅︑Ｉ九ｍ︑Ⅱ八畑︑Ⅱ九蝿︑

表無表色章：・・⁝：．・・・：・・・．．：：．；⁝・・・・⁝：Ⅳ三郷

風流曲三味線⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝Ⅳ三郷

仏間関偽帝那波列翁一代記←﹁なぽ﹂那波

一一郷

漂流記：：：・・・⁝・・⁝・⁝⁝⁝：︒⁝Ⅱ｜｜畑︑Ⅲ二剛

押辨風流神代巻⁝⁝⁝⁝・・・⁝：︒⁝⁝⁝⁝Ⅱ己畑

９

富獄百景：・・・・・・・⁝⁝︒：・・・．．：：．．Ⅲ二伽︑Ⅲ一露

− 0 ｡ −

砲学辿志・・・：：．・・・：：：．：：⁝・・⁝⁝︒：．⁝：Ⅲ幽獅

抱一上人Ⅲ譜・・・・⁝：・・⁝︒：⁝．：︒Ⅱへ蝿︑Ⅱ三剛

菩多尼訶経：・・：

稗捉心愉：：．：：

Ⅳ二脱︑Ⅳ三期︑Ⅳ
ワ︒︒︒●・●●●●やのり０．︐．●●︒︒ＵＩＶ︐
Ｉ

庖尉和稿本草．：：：．⁝．：．⁝．．：：︒⁝：⁝⁝Ⅲ江棚

棒心本方．：：．．：⁝⁝⁝．．⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝．．Ⅲ州魏

方丈記．．：⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：・・Ｔ内川︑Ｉ﹄︿肥

寛永三板・⁝⁝・・・・⁝．．⁝⁝⁝⁝．：：Ⅱ画
羽
１３

寛永古活字⁝：⁝・・・⁝⁝⁝・Ｉ五ｍ︑Ⅱ仁犯

慶長古活字⁝・・・⁝：．Ⅲ一恥︑Ⅲ一二鰯︑Ⅱ一師

法華遊意：⁝．︑

法華文句記菱難

法華私記縁起・

法縦玄義釈蕊．：

法華玄義⁝⁝．

法華義疏⁝・⁝．．

元和板：⁝．

文禄五板．．．

．⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝Ⅱ一一一噸

⁝・⁝・・・・Ｔ九閃︑Ⅲ一加

︒．⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝Ⅲ一二ｍ

・・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝Ⅱ二噸

Ｉと河︑Ｔ人弱︑Ⅱ両獅

．．⁝⁝⁝⁝⁝：⁝Ｉ三畑

・⁝⁝・⁝・・・・⁝・⁝Ⅲ三醜

補注蒙求

ほ︑ハノぶつしう・⁝⁝⁝⁝⁝．：⁝．．⁝⁝⁝Ⅱ己刷

卿鋤法性兜・・・・：

保元平治物語

１

宝澗長者

蒲桃画譜．：．・・・：

｜Ｌｎ１Ｕ

元禄一三板：：．．：⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝Ⅱ万髄

噸本草綱Ⅱ：：︒．

Ｄｌ庁︲Ｉ

ーＯＯ

１

﹄１
︒：・・・・・・・両ｕハ剛山

︐︒：︒：：・・：：：：・・・ｍ山阿ｍｗ

︒：・・・・・・：

ワ︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒●︒︒︒ＴⅡ旦札くいゾ

︒︒︒︒００００．．．．００００．丁Ⅱユグ″八Ⅱ︾

元禄一五板・⁝⁝︒：：？．⁝：・・：：⁝：：Ⅲ矧別

︒︒︒

愉蔦抄⁝：⁝⁝．．⁝⁝：．．⁝⁝．．⁝：⁝：．．：Ⅲ三洲

北斎鹿画⁝⁝⁝・⁝⁝：．．⁝．：．：：：⁝：⁝．Ⅲ口Ｉ別
ｎＪ

北斎新雛形⁝⁝⁝・⁝⁝：：．⁝：⁝：．：：．．Ⅲ五弛

︵北斎絵本一括︶・・・：．⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：Ⅲが魏

本棚二十不孝．

水柳古今銘尽．．．

本朝桜陰比事・・

本草通串証図．：

本草通叩・⁝．：：

．．：⁝・⁝◆⁝⁝・⁝Ⅳ三瀬

⁝．：⁝．Ⅱ｜﹄︿班︑Ⅳ二郡

．．⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝Ⅲ五蠅

⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝Ⅲ歴蠅

Ｉ句Ｊ

ト︲養狂歌集・⁝：：：：︐︲：︒：⁝︲：：・・⁝．．⁝Ｔ︲た閲

北斎版画：．⁝．．⁝・⁝・⁝・⁝⁝．：：．：：・・・Ⅱ両剛

８
１叫Ⅱ︑Ｉ九町︑Ⅱ九脳︑
ｌ

法華経←﹁みよ﹂妙法蓮蕪経

本朝文粋⁝・⁝

本朝百将伝・・・：．

ん剛

：⁝⁝◆◆◆◆Ⅲ阿剛︑Ⅲ江別
１

⁝．．⁝⁝・⁝．：⁝．Ⅲ

九脱︑Ⅱ三慨︑Ⅱ両郷

．⁝⁝・・・⁝⁝・⁝：Ⅳ三醜

Ⅱ三捗川

法華経文字声韻音訓篇集・：．⁝⁝⁝⁝：⁝Ⅱ叫旧

梵網経古迩記§・

１句Ｊ

菩薩戒義記⁝⁝⁝⁝・・・・・・⁝：・・・：：．⁝・・・：Ｉ八茄

鎌倉中期板

北里歌⁝．．：⁝・・⁝⁝．：・・：⁝：⁝⁝・・⁝⁝．Ⅲ四Ｎ

浦察雌⁝⁝⁝・⁝・⁝：⁝：⁝⁝⁝：．．⁝：．：Ｔｈ刊

鎌倉末板↑：

寛永板⁝︒：

慶長古活字

南北朝板．．．

翻訳名義集︲・⁝・

ま

二 二 : ： ： :

Ⅲ : ミ ミ ：

Ⅲ ： ： ： ；

、 ： ： ： ：

二 三 ： ： ； ：

： ： ： ：

272；；；i

五 三 三 三 三 ノ 正 ＝

Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ

， ： ： ： ：

︒□３

224241233224231

みたれ藤：︒⁝・・⁝．：⁝．．︲︲：：・・・・・・：：⁝⁝︒Ⅳ一一剛

水鏡←﹁さん﹂三鏡

蜘三浦荒治郎・⁝⁝⁝⁝．：⁝⁝・・：⁝︒：．Ⅱ己珈

万葉和歌集・⁝・・・・・⁝・・・・：・・・・・・・：Ⅲ一面︑Ⅲ一卸

万葉集：⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝・⁝⁝・⁝・⁝・・・：Ｔ九畑

万代冨栄貴草︲！．﹁ばん﹂万代冨栄貴草

饅頭屋本節用集別版：．⁝⁝：⁝：︒：・・⁝Ⅱ天加

饅頭屋本節用集⁝・・・Ⅱ四鮒︑Ⅱ三特脳︑Ⅱ西剛

︵まびき捨子教訓書︶．．：・・・：・・・：・・・：⁝・⁝︒Ⅳ一ｍ

松の葉・⁝・⁝・・⁝⁝：：：⁝：⁝：．・・・・・・・：・・・Ⅲハ別

︸︸２

癖識掃寄草紙．．：⁝・・・・・・・・・・・・・・：：：：：：︒：Ⅳ一耐

松風村雨物語・⁝．．⁝・⁝⁝：．：：⁝⁝⁝・⁝Ⅱへ魏

︵松浦武四郎蔵梓本十五樋︶．：⁝⁝・・：．・・・．Ⅲ八㈹

増鏡←﹁さん﹂三鏡

枕草子：．：．．⁝．：：．⁝⁝⁝：︒：⁝：：：：⁝．︑苅冊

卿の本：⁝．：：．．：．．⁝⁝⁝：：．⁝Ｔ九加︑Ⅱ﹄允

249：：：：

見ぬ京物語：．：⁝：⁝︒：⁝⁝：⁝・・：．．：・・：Ⅲ三蝿
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むらさき．⁝・・⁝・・・⁝．：⁝．：⁝・⁝⁝・⁝︒Ⅱ西諏

︸５
夢中問答集⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝．．Ⅲ八︸期

薬師通夜物語・⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝．．⁝Ⅲ一凧

訳和蘭文語・⁝⁝⁝⁝⁝：・・⁝・⁝⁝・・・⁝・⁝Ⅲ血弛

八百屋お七⁝・⁝⁝⁝・⁝・・・・・・⁝・⁝⁝・・・⁝Ｉ｜畑

都林泉名所図会：・・・⁝⁝．．⁝．：⁝⁝・⁝⁝︒Ⅲ四醜

美夜古物語・・・・⁝⁝⁝・・・⁝・⁝⁝・Ｉ江凹︑Ⅱ一砺

明堂灸経⁝：．．⁝⁝・⁝：：．⁝：⁝一

名槌古今説︲⁝⁝⁝・・・⁝．：⁝⁝⁝：⁝・・・Ⅱ云銘

名所都鳥⁝・⁝・⁝・⁝・・・・⁝・⁝・・・・Ⅱ｜﹄伽︑皿一靭

八島・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝・・⁝Ⅱ三噸︑Ⅲ一一一期

八雲御抄⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・・・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝Ⅳ三鯏

役者三世相：．．⁝：．⁝⁝・⁝⁝・・⁝⁝：⁝⁝Ｉ 九蝿

唖役者此手嘉志和：⁝：⁝⁝．．§・Ｉ五叩Ⅱ八師

役者相貌鏡：⁝．Ｔ尚醜︑ＴＡ脇︑Ｔ土酬︑Ⅲ一剛

ｌ

見ぬ世の友・⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝・・⁝・・・Ⅲ

名女なさけくらべ：⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝Ⅱ夫馴

一而

宮城の⁝⁝・・・・⁝⁝⁝・・・⁝・・・⁝⁝⁝⁝⁝：Ｉへ皿

壬生狂言絵尽・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝Ｉ四恥

明朝紫硯・⁝︒：・・：︒⁝・⁝．．Ｔも恥︑Ｉ五剛︑Ⅱ四Ⅲ

紳叩岬冥途の飛脚：：：．：︒：⁝⁝⁝・⁝．．：．Ⅱ一︵乃

めざまし草・⁝・⁝⁝・⁝⁝Ⅲ阿捌︑Ⅲ〃伽︑Ⅳ三剛

めくら経・・・⁝・⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝；Ⅱ天醜

八丈の寝ざめ草←﹁いず﹂伊豆七島関係書

八丈の寝覚草⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：．．：．．：．⁝：Ⅲ五岨

九蠅︑Ⅱ﹄馬

妙法蓮華経玄義←﹁ほっ﹂法華玄義

轆誠医書大全←﹁いし﹂医書大全

平安末鎌倉初期板：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．．Ⅲ一一一瓢

唾諏訳鍵：．：．⁝⁝⁝・⁝・・Ⅱ一つ畑︑Ⅲ

Ｉ︑ 雫・ｉｊ

妙法蓮華経

弘治三板：：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝Ｔ大開

メリケン新誌・・：⁝：⁝：：⁝︒：：Ⅱ云翫︑Ⅲ遮断

６

一一池

孟子趙注・⁝：：：：・・・⁝・・：・・：⁝・⁝⁝⁝⁝Ⅲ一剛

毛詩鄭茎・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝・・⁝．：：︒Ⅳ

︵柳樽及び雑俳耆︶・・：⁝⁝・⁝．．：．⁝・⁝⁝．Ⅲ三剛

山口秋道・⁝・⁝⁝・・⁝・⁝；⁝・・・⁝：．・・・・・・・・汀兇剛

一一細

山城四季物語・・・・．：⁝：・・⁝・⁝・⁝・・⁝・⁝．．Ⅲ三柵

山城名所記⁝⁝・⁝・・・⁝⁝：・・・⁝・⁝⁝：⁝Ⅲ

やまと怪異記←﹁かい﹂怪談本八種

大和絵つくし︒⁝⁝⁝・⁝．．：．：⁝ＴＡｎ︑Ｉ︿卿
痢物あらかひ：⁝・︲・⁝⁝⁝・・・・・・・・・⁝︒：：．．Ⅳ一顧

もしほ草←﹁えぞ﹂蝦夷方言もしほ草

大和言葉⁝．：：⁝：・・⁝・⁝・・⁝⁝⁝：⁝・⁝Ｉ丘別
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一弼︑Ⅲ四湖

応安五板．：︒⁝・⁝：⁝：：⁝⁝・・⁝・⁝：Ｔ大脇

蒙求：・・⁝：︒⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝Ⅱ四胡︑Ⅱ

一特血

応永三十一板：：．⁝︒：：．．：．⁝．：：：．．Ⅱ四拠

蒙求抄：・・・．．⁝・⁝⁝・・・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝Ⅱ一ｍ

Ⅱへ鯛︑Ⅱ己剛︑

八妬︑Ｉ五卵︑Ｉ七別︑Ｉ︿認︑

永正十二板⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝・・⁝・・：．Ｉへ

春日板⁝⁝Ｉ

仮名本妙法蓮華経．：：．．：⁝．．・・・：．⁝．．⁝：Ｔ人狐

弥勒菩薩所間経⁝⁝⁝⁝・⁝・・・・⁝⁝⁝⁝．Ⅱ阿弼

大和耕作絵抄：︲：：︲︲：︲︲

大和侍農絵つくし．：・・・⁝⁝⁝⁝Ⅱ皿即︑Ⅱ︿鰯

：：．：⁝⁝⁝⁝⁝Ｉ五蛾
羅百．さへ︑つり・・⁝⁝⁝・⁝・⁝・・・・・・⁝⁝．．Ⅱ｜﹂︿伽

諸たつな奥州黒・・：︒⁝⁝．．：．．⁝．．：．⁝⁝・・Ｉ三酬

百千鳥←﹁えほ﹂絵本百千烏

大和本草⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝：・・・・・・・⁝：・・：⁝Ⅳ二慨

大和の大よせ・・・Ｔ左咄︑Ｔ大兜︑且︿狸︑Ⅲ｜剛

むかしありしこと←﹁まぴ﹂まびき捨子教訓
書

紋帳模様⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝・・・：Ⅲ五

文選⁝Ｉ五噸︑Ｔ九剛︑Ⅱ一一皿︑Ⅱ北叩︑Ⅱ己獅

無言抄

慶長古活字⁝・⁝．：⁝・・・：⁝・・・・：⁝⁝Ⅲ一一姉

大和物語

大和武者尽・⁝⁝・⁝．：⁝⁝⁝・⁝．．：・・：・・：Ⅳ一面

慶長元和古活字・・・：⁝⁝・⁝⁝・・・・・・⁝Ｔ凡捌

慶長十五古活字．：：・・・：．．⁝Ⅱへ邪︑Ⅳ一凧

虫ゑらみ←﹁えほ﹂絵本虫撰

や

慶長元和古活字⁝⁝⁝・⁝⁝：：⁝⁝．Ｔ九ｍ

吉原下城原．．：⁝：．：⁝：．⁝：⁝．．：⁝：・・・・皿一一糊

理学提要：⁝・⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝．．：⁝：．Ⅲ一側

蘭斎画譜．：．・・・：．：．：：：．：⁝⁝：︒⁝・⁝；：Ⅲ三唖

唾識山満多山．．⁝⁝⁝⁝・⁝：：⁝：．⁝・⁝．Ⅱ

五帥

山の幸⁝・⁝・・：．・・・⁝・・・：．⁝⁝：：⁝・；⁝：Ⅳ一如

吉原局惣鑑⁝・・・・・・・：．・・・⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝：Ｔ出川

吉原青楼美人合・⁝⁝・⁝：︒：・・・：Ｉ互脇︑Ｔ大郵

詰癖絵本年中行事⁝・⁝⁝⁝⁝・・⁝Ⅲ｜砺︑Ⅳ｜一研

吉原三茶三幅一対．：：⁝．：⁝⁝⁝：⁝・・・：Ⅳ一二獅

立華砂之物図・・・⁝⁝⁝・⁝⁝：︒⁝・⁝：：：・・Ⅳ

立花指南︲：：．・・・⁝：．⁝．：⁝：⁝・・⁝⁝：⁝Ⅲ一一棚

立花訓蒙図彙：．：：・・⁝Ⅱ天慨︑Ⅲ四棚︑Ⅳ三妬

立花時世粧：︒：・・⁝・・・：Ⅱ宍哩︑Ⅲ二蝿︑Ⅳ一醜

六鞘直解：・・：⁝⁝・⁝・・・・・・・・⁝・・・・・⁝・・：：．Ⅲ一一独

六稲講義⁝・⁝：：⁝：：⁝⁝．．：︒：・・・・・・：．：Ⅲ血狐

六縮．．：．．⁝．：：⁝：︒⁝：⁝︒：⁝・・⁝：：⁝．．Ⅳ一弧

料

盤ハ臣註文選．：．．・・・：：⁝⁝・・・・・・・・・・・：：⁝Ⅳ一一一捌

吉原恋の道引：：．：：⁝：・・⁝⁝：︒⁝：．・・・：Ⅱへ叩

吉原小唄惣まくり←﹁よし﹂吉原はやり小野

一一ｍ

元和古活字⁝・⁝⁝⁝：⁝：．Ⅲ一一蝿︑Ⅳ

元和寛永古活字⁝：⁝：⁝⁝．：⁝⁝・・Ⅲ江Ⅲ
・２

やよひのさうし・・・・・・・⁝・・・⁝⁝．．⁝・⁝・⁝．Ⅳ一一湖

︑Ⅱ宍如

そ籍つまくり

野郎雛形・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝．．⁝⁝⁝・⁝︑共刷

吉原用文章・・・：．⁝：．⁝．．⁝⁝・皿︿脇︑Ⅱ三特山

吉原はやり小寄惣まくり︒⁝：Ⅱ五

粘立花手引草：・・：：・・・・・・・：⁝・⁝⁝⁝・⁝：Ⅲ叫弼

寛永古活字⁝・⁝⁝：：⁝．．：⁝⁝⁝Ⅱ天鯉

４
維摩詰経・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝・・⁝・Ｉ皿−
９
−００

恥立華百瓶図⁝⁝⁝・・・Ⅱ｜六郷︑Ⅲ一凧︑Ⅳ

２

遊女なさけ競←﹁めい﹂名女なさけくらべ

頼朝三代記・・⁝：．︲：：．⁝．：︒⁝・・・・⁝⁝；Ⅱ両祁

万の文反古⁝・⁝⁝︒：⁝⁝・・・；⁝⁝⁝⁝⁝Ｉ江削

賂駝考・・・・⁝⁝

礼部韻略・・⁝・・：

礼記︒：：．⁝・⁝：

Ⅲ凹剃︑Ⅲ削ｌ
叫３

⁝⁝・⁝Ｉ｜型

Ｌｎ生
︒●︒●︒︒︲︒●・ＴＩ上８〃︑

Ⅲ Ⅳ

柳花集←﹁きよ﹂狂歌本六棟

慶長古活字：．：⁝・Ｉ｜皿︑Ｉ

龍寵手鑑

琉球状←﹁りゆうき﹂琉球関係書一括

琉球漆器考←﹁りゆ﹂琉球関係普一括

琉球国使節来朝図譜・⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝：・・：Ⅱし虹

琉球国事略←﹁りゆ﹂琉球関係言一括

︵琉球関係害一括︶．．：・・・⁝．．⁝・⁝・⁝⁝：・・Ⅳ一一稲

元和古活字⁝⁝⁝・⁝・・・：⁝Ｉ上剛︑Ⅱ六恥

Ⅲ三堀︑Ⅳ三剛

一醜︑Ⅱ西畑︑

律宗新学名句︒：⁝⁝：・・・：．．⁝・⁝⁝：：⁝・Ｉ四蠅

一ｍ

−４哉

一輌

融通念仏縁起絵巻・・・⁝・・・：．・・・・・・・・・・・⁝⁝．Ⅳ三伽

立花便蒙抄・⁝⁝・・⁝：⁝・・・⁝⁝・・⁝・・：︒Ⅱ美郷

弓張月春廼蕃栄：．・・・・⁝：．⁝・・⁝⁝：．・・・︐︒Ⅲ四郡

礁伽師地論：⁝・・⁝・⁝：⁝⁝：⁝・⁝⁝・⁝・Ⅱへ姫

洛陽名所集⁝・⁝

・・・⁝⁝．Ⅱ州帥

天明三年板

五 二 二
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融通念仏帳・；⁝：⁝⁝・⁝．：⁝⁝⁝⁝⁝⁝Ⅲ一伽

頼義長久合戦・・・・：︒⁝・⁝⁝・⁝：・・・⁝⁝・⁝Ｉ五噸

有毒草木図説⁝．．⁝．．：：⁝．：⁝．．⁝・⁝⁝．Ⅲ五棚

夕張日誌←﹁とう﹂東西蝦夷山川地理取調紀

百合八郎詠歌英⁝．：︒：．．：：．⁝・・・・・・・・・⁝：Ⅱ三剛

羅湖野録・⁝・・：

︒⁝⁝・・・Ⅳ三剛

Ｊｎ６

横浜開港見聞誌：：：・・・：：・・・：・・・Ⅲ一二慨︑Ⅳ一凧

藺晩摘芳：．．⁝：

ら

横笛滝口の草子⁝⁝・⁝⁝：：．⁝⁝．：⁝Ⅱ三描肥

蘭学階梯

行

義経二代のた蕊かひ⁝⁝：⁝⁝：；⁝．：⁝Ｉ五畑

天明八年板

・・・．：︒：︒ｗⅡ四輯Ⅱ一

吉野山独案内⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝．：⁝：⁝⁝Ⅱ︿剛
吉野夢見草．：．．：．：．．：．．⁝・・・・・・・・・・・・⁝・・：．Ⅳ

一弼

吉原伊勢物語．：：・・：・・・．：：⁝：⁝：・・・⁝・・・且︿Ⅳ
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古書目録に見る耆影（四）
六十四一四

琉球人行列図・・・・・：・・・：．．：⁝・・・⁝・⁝．．⁝・・Ⅲ一耐

琉球人井行列記←﹁りゆ﹂琉球関係書一括

琉球入貢記略←﹁りゆうき﹂琉球関係書一括

琉球年代記←﹁りゆ﹂琉球関係言一括
琉球年代記・・・⁝．．・・・・⁝・⁝⁝・・⁝．：︒⁝．．Ⅱ天鯏

隆興仏教編年通愉

漏刻説・⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝

蓮如上人御文・⁝⁝⁝⁝

老子河上公注⁝⁝：⁝：

老子膚斎口義
慶長古活字・・・・⁝：

慶長元和古活字．︑

六臣註文選←﹁もん﹂

垂蠅韮叩

六百番歌合・・・・：⁝・⁝⁝

正平板無賊本：：：

天文二板⁝．

０１局Ｊｊｔ

−９

Ｔ４Ｌ９白

Ⅱ己漸︑

Ⅱ三特川

Ｉ一一恥︑Ⅱ四Ｗ︑

．Ｉ七躯︑Ｉ︿銀

．・：︒⁝⁝・Ｉ
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⁝⁝⁝Ⅱ｜｜弄伽

⁝⁝⁝⁝Ⅳ一一一一郷
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歴代君臣図像⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・・：．⁝：Ⅱ三蠅

倭漢編年合運図

和漢三才図会・・・

Ⅱ天抑︑Ⅲ一皿︑Ⅲ三剛

⁝⁝⁝⁝・・⁝．：・・Ⅲ一州

和国百女⁝⁝・⁝・⁝⁝・

慶長刊︑古活字版

⁝⁝・・・Ⅱ両郷

．・・・⁝・・・Ⅳ三畑

Ⅲ一一一蝿

慶長Ｉ年刊夢梅版

Ⅲ︵珊︑Ⅳ一二鯉

倭玉篇

慶長十五刊：．：．︑

元和九古活字⁝・

和名集井異名製剤記

寛文十一板・・：⁝：

和名類聚紗⁝・・：・・・⁝：

和洋時辰儀比較：⁝．．：

ノ エ 三 三 二 二 ノ ェ <

琉球ぱなし←﹁りゆ﹂琉球関係書一括

室町初期板⁝：・・・：．⁝．．⁝・・・・⁝：．．・・・Ｔ大別

元和古活字⁝・・・・⁝・⁝⁝⁝・・・⁝⁝⁝．Ⅳ三剛
寛永古活字・・・・・⁝．．：・・・︲・⁝⁝・⁝⁝⁝而出期

凌烟功臣画像二十四傑⁝⁝⁝・・・・⁝．．⁝Ⅱ両醜

腱長古活字：︑

慶長四古活字

笠間伝来富貴草・⁝⁝⁝⁝⁝⁝︒：．⁝・・・・．：Ⅲ山師

抽地三略・⁝：：︒⁝⁝
⁝：
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量地図
図説
説・
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⁝⁝
⁝⁝
⁝⁝
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・⁝⁝
：・
⁝・
・・⁝︒Ⅲ一唖

両筆画譜←﹁ほく﹂北斎絵本一括
わ

⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝・・Ⅳ三師

両筆間譜←﹁えほ﹂画本向縦

︒⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝Ⅳ｜｜剛

連歌至宝抄：：⁝⁝⁝⁝⁝．：⁝⁝．：．⁝．．：Ⅱ九師

列子盧斎口義⁝⁝・⁝︒：⁝⁝⁝：：⁝：．．⁝Ⅳ三期
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分里艶行脚：・・・．

62618939560

三 三 ハ ニ 三 三

ⅣⅢ夫

⁝⁝・⁝Ⅱ応髄︑Ⅲ一恥

若草源氏⁝︒：．：
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和歌組林抄・⁝：

和歌食物本草・⁝

二 二 ･
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洲物あらかひ︒：

臨済録・・・：：⁝⁝・・⁝．：両出船︑Ⅱへ畑︑Ⅱ○蝿

Ⅲ§
Ⅱ

笠枢識⁝：：．．：⁝⁝︲・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝巾淵的

料理物語⁝︲⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝Ⅳ｜剛

；文Ⅱ‐§

聯珠詩格⁝・⁝・⁝・・・⁝・・・・・・・⁝⁝：：・・・⁝：Ⅳ一厩
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