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尾張国名古屋西陣町茜部家文書
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年　　　代　　延暦 23 年（804）～明治 33 年（1900）

数　　　量　　230 点

入手の経緯　　1961 年度（36R）及び 1962 年度（37A）に古書店から購入。

茜部家の歴史

　茜部家は当初伊藤姓を名乗る尾張藩士の家柄で、切米 30 俵取であった。同家の歴史は、本文書群

形成に大きな役割を果たす茜部相嘉に至るまでは、全く不明である。茜部相嘉は、寛政 7年（1795）、

尾張藩士藤井六郎治豊泰の長男として生まれ、幼名鎌太郎、通称平太・平十郎・三十郎・伊藤五と称

した。文政 1年（1818）伊藤庄平祐寿の養子となり、同年 5月伊藤家を相続した。嘉永 4年（1851）、

先祖の出所が美濃国厚美郡茜部村であったことから茜部姓に改称、文久 3年（1863）致仕後に介と称

した。号は蕣園、白須叟。

　相嘉は、尾張藩士として文政 5年（1822）養父の隠居により小普請組となり、以後、小性格、小納

戸役、書院番役、大番役、清洲代官などを勤め、また江戸詰も経験した。一方で、相嘉は、尾張藩主

第 12 代徳川斉温死去後の後任藩主をめぐり、支藩高須藩の世子慶勝を擁立し、目付田宮弥太郎らと

ともに金鉄党を結成するなどの政治的活動にも参画する。弘化 2年（1845）には尾張藩主徳川慶勝に

海防建白書『防禦一巻』を上呈し、尾張藩の海防施策に採用されている。

　相嘉は、尾張藩士として活躍する一方で、明倫堂教授鈴木朖・植松茂岳に国学を学び、また本居宣

長に私淑するなど、尾張国学者としても活躍する。相嘉が学問上で特に、親交が深いのは植松で、彼

の蔵書の貸借を通じ、交流を深めるとともに、海外情報などの知識を得ている。以上のように、相嘉

は尾張藩役人としての政治的活動とともに文化的活動にも積極的である。相嘉には、本文書群所収の

「槿拮論」「蕣園雑記」「陸奥五十四僻論」など多数の著作があるが、特に、専門は古事記研究であり、

「古事記補遺」「古事記伝追継考付録」などの研究書が多い。本文書群の成立には、かかる相嘉の経歴

が大きく影響している。

　慶応2年（1866）、相嘉が72歳で死去すると、長子小五郎（厚海）が200俵で家督を継ぐ。明治2年（1869）

の分限帳（『新修名古屋市史資料編近世Ⅰ』所収）によれば、神祇副知事と中奥御番を勤める。また、

相嘉には次男余三、孫與理刀がいる。他に頼敏という人物もおり、明治 43 年（1910）に幕末勤王家

の和歌を編纂した「大和魂」を著しているが、與理刀と同一人物かと推測されるが判然としない。相

嘉以外の各人の履歴についての詳細は不明である。

　なお、当館では本文書群を受入れ時のまとまりに従い、36R「諸国地誌」、37A「諸国郷帳」を別な

ものとして扱ってきたが、平成 8年（1996）、どちらも茜部家に伝来したことが確認されたため、両

資料を一括して「尾張国名古屋西陣町茜部家文書」と改称した。

茜部家文書の構造と内容

　本文書群は茜部相嘉の著作及び書写本、さらに子の小五郎（厚海）、孫の與理刀と與利刀関係の蔵
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書数点が伝存している。したがって、本文書群は、文書の作成・収集者である人物によって柱を立て

るのが適切と考えられた。ただし、既述の通り、頼敏と與理刀とは同一人物と推測されるなど判然と

しないため、1. 茜部相嘉、2. 茜部厚海・與利刀・頼敏とした。

1. 茜部相嘉

　本文書群は件数 227 件、対象年代は上限が延暦 23 年（804）、下限が明治 18 年（1885）である。そ

の大半は茜部相嘉に関わる書物であるが、中でも、諸国郷帳や地名の抜書き本など、地誌的な書物が

多い。かかる資料群形成の背景としては、国学者である相嘉の学問的関心が大きいが、さらに、相嘉

の在世時、尾張藩では『尾張志』（天保 3年〈1832〉）、『尾張名所図絵』（天保 12 年〈1841〉）の刊行、

嘉永 1年（1848）には、地誌編纂のため領内から村絵図を提出させるなど、一大文化事業として地誌

関連事業が盛んに行われており、かかる文化的土壌が影響したことも考えられる。

　1.1. 著作は件数 20 件、対象年代は上限が天保 12 年（1841）2 月、下限が天保 13 年（1842）2 月で

ある。相嘉の著作の詳細は、後掲表を参照されたいが「延喜式物名類聚」「雅言集」「古事記伝追継考

録」など 13 種である。この内、「七道説」「蕣園雑記」「槿桔論」の 3種類が当館所蔵となる。特に「七

道説」「蕣園雑記」「槿桔論」は草稿本、清書があり、著作の成立過程を伺うことができる。なお、「蕣

園雑記」所収の「陸奥五十四僻論」は、後掲の「諸国郷帳」収集の成果に依拠していることからも明

らかなように、相嘉の著作と、地名調べは相互に関連したものである。

　1.2. 編著は件数 28 件、対象年代は不明である。尾張、難波、美濃、信濃、越後、摂津、大和国など

の旧地名を考証したものである。「大日本惣国擬風土記草稿」（№ 16）、「地理誌」（№ 18）などもここ

に収めた。

　1.3. 地名等抜書本は件数が 46 件、対象年代は年代が判明するものに限られるが天保 12 年（1841）

のものがある。万葉集や日本紀、源氏物語などの古典や、諸国の地名や和語を抜書したものが中心で

ある。これは勿論、相嘉の国学者的関心に基づく、地名や和語の考証より成立したものであり、その

成果は 1.1. 著作や 1.2. 編著に反映されている。

　1.4. 尾張国内他絵図は件数 11 件、対象年代は不明である。「蕣園翁旧地名考按図」との上書のある

封筒に一括して保管されており、その表題より既述の各国地名考に関連する絵図類であることが明ら

かである。内容は、尾張国内の部分図 5枚、木曽・長良川辺の絵図 2枚、奥羽・出羽・越後・蝦夷辺

り絵図 3枚、伊豆半島周辺沿岸の絵図 1枚の計 11 枚で、一部、彩色である。

　1.5. 諸国郷帳写は件数 62 件、対象年代は上限が寛文 7年（1667）、下限が元禄 15 年（1702）である。

ただし、対象年代は郷帳の原本が作成された年代であり、のちに相嘉が書写したものであることはい

うまでもない。内容は、全国 68 か国の郷帳の書写本で、目録 1冊、武蔵国 4冊、陸奥国 5冊、若狭

国・越前国・越中国・越後国・阿波国各 2冊の計 60 冊から成る。大和国郷帳のみ寛文 7年で、残り

は元禄郷帳である。地名の書上げのみで石高記載を欠くものも多い。これらの諸国郷帳写は、相嘉が、

文政年間頃（1818 ～ 1830）江戸在番中に、武家間のネットワークを通じ、幕府の勘定所保管の元禄

郷帳を閲覧・書写したものを底本とし、諸書類・諸本を校合した上で作成したものである。相嘉が参

考にした諸本は、郷帳内の書入れから、姓氏録・古今物語・東鑑・神風抄・和名・本国帳（尾張国）・

三代実録・伊豆国神階帳・風土記（常陸）・常陸国誌・太平記・保元物語・神明帳・神代記・神武記・

盛衰記・続記・義経記・霊異記・風土記（豊後）などであることが判明する。ここには、相嘉が小納

戸役勤務の際、藩主の蔵書を筆写したものもある。なお、全国の石高をまとめた「国郡高帳全」（№
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45）も収めた。

　1.6. 蔵書は件数 60 件、対象年代は上限が延暦 23 年（804）、下限が明治 18 年（1885）である。ここ

には、相嘉の学問的関心より書写した写本類や、収集した版本などを収めた。三代実録・伊豆国神階帳・

風土記（常陸）・常陸国誌など 1.5. 諸国郷帳写を作成した際に、参考にしたものも含まれている。

2. 茜部厚海・頼敏・與利刀

　本文書群の件数は 3件、対象年代は年代のわかるものは明治 33 年（1900）3 月 18 日である。2.1. は

明治 23 年（1890）年茜部相嘉厚海が書写した「書博士伝年中行事頭書」（№ 168）、2.2. は明治期に茜

部與理刀宛に進呈された細井平洲著「松島紀行」（明治 33 年〈1900〉刊、№ 30）、2.3. は明治 43 年

（1910）茜部頼敏が幕末勤王家の和歌を編纂した「大和魂」（№ 158）である。

茜部家文書の整理方針

　茜部家文書は、昭和 36 年（1961）度と昭和 37 年（1962）度に古書店より文部省史料館が受け入れ、

文書群記号 36R・37Aを与え、これまで仮整理のまま閲覧に供してきたものである。今回、目録刊行

にあたってはこの仮整理の史料配列順にしたがい、これまでの仮番号を生かしながら、文書個々に整

理番号を与えた。ただし、これまでは、36R・37A、それぞれ別個に整理番号が付けられていたものを、

今回、改めて目録を作成するにあたり、統合し番号を付与した。なお、仮整理の時の旧番号は、これ

を示さなかったが、管理情報としては旧番号を残しているのでリファレンスなどの対応は可能である。

史料状態　　一部、フケの進行が著しいものがある。

検索手段　　本目録（国文学研究資料館調査収集事業部『史料目録』第 92 集）

複製の存在　　とくにない。

関連史料　　他に存在しないと思われる。

出 版 物

　本文書群の基本的性格や茜部家の来歴等については、福田千鶴「尾張藩士茜部相嘉と『諸国郷帳』

の成立―史料論覚書、その一」（『史料館研究紀要』№ 26、1995 年）が参考となる。その他、本文書

群所収の国絵図を分析したものに、横田冬彦「元禄郷帳と国絵図－丹波国を中心として－」（『文化学

年報』№ 4、1985 年）、渡部淳「元禄郷帳徴収について」（『海南史学』№ 24、1986 年）がある。

記 述 日　　2010 年 12 月 10 日（担当種村威史）
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表　茜部相嘉著作

№ 書名 著者 成立年代 数量 所蔵機関

1 延喜式物名類聚 茜部相嘉／山科元幹 2冊 大阪府

2 雅言集 茜部相嘉 （「国学者伝記集成」による）

3 槿拮論 茜部相嘉 天保12年 1冊
国文学研究資料館、東北大学狩野文庫
（「桔梗考」の内、茶図竹柏（自筆）

4 古事記伝追継考付録 茜部相嘉 安政6年 1巻
無窮神習（玉簏 266）、相模女子大学図
書館

5 古事記伝補遺 茜部相嘉 （「国学者伝記集成」による）

6 古事記補遺 茜部相嘉 名古屋鶴舞図書館

7 七道説 茜部相嘉 国文学研究資料館

8 蕣園雑記 茜部相嘉 国文学研究資料館

9 高橋氏文考疑 茜部相嘉 安政6年 宣長記念館

10 日本紀補遺 茜部相嘉 （「国学者伝記集成」による）

11 封物御尋且御答之一巻 茜部相嘉 安政5年 名古屋鶴舞図書館

12 水内神社続考 茜部相嘉 名古屋鶴舞図書館

13 和名抄国郡類字集 茜部相嘉 宮内書陵部（大勢古万蔵写）

14 陸奥五十四僻論 茜部相嘉 国文学研究資料館
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号

1.茜部相嘉
1.1.著作
槿桔論　藤原(茜部)相嘉 天保12年2月 美･1冊<11丁墨>/

(改装表紙)/(題
箋あり)

176

槿桔論(内題｢槿桔論　草稿｣)　藤原(茜部)相嘉 天保13年2月 美･1冊<17丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(丁間史料
あり)

160

槿桔論　藤原(茜部)相嘉 天保13年2月 美･1冊<14丁墨>/
(改装表紙)/(題
箋あり)

177

七道説附録(内題｢七道説附録･延喜式七道駅次｣｢七道
説附録･国郡廃置沿革｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<64丁墨>/
(改装表紙)/(朱
の書入あり)

1-1

七道説附録草稿(延木式七道駅次･国郡廃置沿革､内題
｢延喜式七道駅次｣｢郡廃置｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<53丁墨>/
(改装表紙)/(一
部青色罫紙)

1-2

七道説草稿(内題｢七道説原稿｣｢八道説｣｢畿内七道説｣
等合綴)　(茜部相嘉)

美･1冊<86丁墨>/
(改装表紙)/(貼
紙あり)/(朱書入
あり)

2-1

七道説(内題｢七道説｣)　(茜部相嘉) 美･1冊<38丁墨>/
(改装表紙)/(丁
間史料1通あり)

2-2

七道説完(内題｢七道説｣)　(茜部相嘉) 美･1冊<37丁墨>/
(改装表紙)

3-1

七道説附録(内題｢七道説附録｣｢国郡廃置沿革｣)　(茜
部相嘉)

美･1冊<61丁墨>/
(改装表紙)

3-2

蕣園雑記原稿(内題｢蕣園雑記原稿参照本｣)　(茜部相
嘉)

半･1冊<69丁墨>/
(改装表紙)/(貼
紙あり)/(朱書あ
り)

4-1

蕣園雑記草稿一(内題｢草稿上｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<28丁墨>/
(改装表紙)/(朱
書あり)

4-2

蕣園雑記一(内題｢蕣園雑記草稿一｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<32丁墨>/
(改装表紙)/(貼
紙･朱書あり)

5-1

蕣園雑記二(内題｢蕣園雑記第二｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<17丁墨>/
(改装表紙)/(貼
紙あり)

5-2

蕣園雑記三(内題｢蕣園雑記原稿三｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<46丁墨>/
(改装表紙)/(青
色･黒色罫紙)/
(貼紙あり)

5-3

蕣園雑記四(｢陸奥五十四郡僻論｣｢僻儒教戒｣合綴､内
題｢陸奥五十四郡僻論｣｢僻儒教戒｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<20丁墨>/
(改装表紙)

5-4

蕣園雑記上(浄書本､内題｢蕣園雑記第一巻｣)　(茜部相
嘉)

美･1冊<28丁墨>/
(改装表紙)

6-1

蕣園雑記中(浄書本､内題｢蕣園雑記第二巻｣)　(茜部相
嘉)

美･1冊<40丁墨>/
(改装表紙)

6-2

蕣園雑記下(浄書本､内題｢蕣園雑記第三巻｣)　(茜部相
嘉)

美･1冊<39丁墨>/
(改装表紙)

6-3

陸奥五十四郡僻論原稿(内題｢陸奥五十四郡僻論｣｢陸
奥五十四郡説附一二条｣)　蕣園(茜部相嘉)

半･1冊<46丁墨>/
(青色罫紙)/(上
部欠損)/(貼紙あ
り)

51

西陣町茜部家文書　1.茜部相嘉/1.著作
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古今人名考　尾張世臣茜部相嘉述 美･1冊<26丁墨>/
(題箋あり)/(改
装表紙)

180

1.2.編著
尾張国旧地考　(茜部相嘉) 美･1冊<119丁墨>/

(改装表紙)
9

摂津国旧地考　(茜部相嘉) 美･1冊<28丁墨>/
(改装表紙)

11

美濃国旧地略考　(茜部相嘉) 美･1冊<35丁墨>/
(改装表紙)

12

尾張国旧地考按図　(茜部相嘉) 117.7×74.4㎝･1
枚/(畳み物､改装
表紙付)/(彩色)/
(郡境訂正の貼紙
あり)

13-1

尾張国旧地考按図　(茜部相嘉) 123.0×118.5㎝･1
枚/(畳み物､改装
表紙付)/(彩色)

13-2

尾張国旧地考按図　(茜部相嘉) 106.0×77.0㎝･1
枚/(畳み物､改装
表紙付)/(彩色)

13-3

大日本惣国擬風土記草稿　(茜部相嘉) 半･1冊<222丁墨>/
(改装表紙)/(一
部黒色罫紙)

16

摂津国旧地考(内題｢摂津国旧地考｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<24丁墨>/
(改装表紙)

17

地理誌　(茜部相嘉) 半･1冊<77丁墨>/
(改装表紙)/(一
部黒色罫紙)

18

美濃国旧地略考　(茜部相嘉) 半･1冊<34丁墨>/
(改装表紙)

19

信濃国旧地略考草稿(内題｢信濃国旧地略考上代｣)　
(茜部相嘉)

半･1冊<31丁墨>/
(書入本)/(改装
表紙)

20

美濃国三郡羽栗･中島･海西邑名記(内題｢美濃国三郡
邑名記｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<12丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

21

尾張国愛智･春日井両郡郷帳(内題｢愛智郡郷帳･春日
井郡郷帳｣)　(茜部相嘉)

半･1冊/(改装表
紙)<27丁墨>/(朱
書あり)

24

尾張村名類字部類　付丹羽郡内人口数(｢清須旧支配
所丹波郡内村名｣｢尾州村名類字部類｣合綴)　(茜部
相嘉)

半･1冊<30丁墨>/
(改装表紙)/(貼
紙あり)/(朱書あ
り)

25

信濃国旧地略考(内題｢信濃国旧地略考全｣)　(蔵書印
｢造幣館蔵書｣)

半･1冊/(改装表
紙)<41丁墨>

26

信濃国旧地略考(内題｢信濃国旧地略考目次｣｢信濃国
旧地略考｣)　(茜部相嘉)

美･1冊<38丁墨>/
(改装表紙)

35

越後国旧地略考(内題｢越後国旧地略考｣｢越後国旧地
略考｣)　(茜部相嘉)

美･1冊<21丁墨>/
(改装表紙)

36

勢尾間海説附海道沿革論(内題｢勢尾間海説全　附海
道沿革論｣)　(茜部相嘉)

美･1冊<9丁墨> 39

接津国旧地考草稿(内題｢摂津国旧地考｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<29丁墨>/
(改装表紙)/(虫
損あり)

42

勢尾間海説草稿　附海道沿革論(内題｢勢尾間海説　
附海道沿革論｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<10丁墨>/
(改装表紙)/(一
部黒色罫紙)

43
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大和国旧地考(内題｢大倭国地名上｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<90丁墨>/
(改装表紙)/(貼
紙あり)/(虫損あ
り)

44

美濃国旧地略考草稿　(茜部相嘉) 半･1冊<48丁墨>/
(改装表紙)/(一
部黒色罫紙)/(虫
損あり)

46

尾張国旧地考(内題｢尾張国旧地考｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<110丁墨>/
(郡別毎小口付)

53-1

尾張国旧地考草稿　(茜部相嘉) 半･1冊<92丁墨>/
(改装表紙)/(朱
書あり)

53-2

越後国旧地略考　(茜部相嘉) 半･1冊<19丁墨>/
(改装表紙)/(一
部青色･黒色罫
紙)

54-1

越後国旧地略考草稿(内題｢越後国旧地略考｣)　(茜部
相嘉)

半･1冊<33丁墨>/
(改装表紙)/(一
部青色･黒色罫
紙)

54-2

尾張国旧地考材料(内題｢尾張旧地考追加｣｢尾張国旧
地名考校考美濃国十八郡邑名抜萃｣｢管内邑名録｣合
綴)　(茜部相嘉)

半･1冊<106丁墨>/
(改装表紙)/(一
部青色罫紙)/(朱
書あり)

55

(北陸道道程)　(茜部相嘉) 半･1冊<9丁墨> 56

1.3.地名等抜書本
朝顔の説桔梗考･松乃落葉抜書･千草の根おし抜書･埃

嚢抄抜書･槿桔論(内題｢朝顔の説･桔梗考･松乃落葉
抜書･千草の根おし同･埃嚢抄同･槿桔論｣)　藤原(茜
部)相嘉

<槿桔論>天保12年2月 半･1冊<23丁墨>/
(改装表紙)/(22丁
目の袋の中丁間
史料あり)/(朱書
あり)

159

大倭物語抜萃(内題｢大倭物語抜書｣)　(茜部相嘉) 辛丑9月16日終切 半･1冊<12丁墨>/
(下小口｢大和抜
萃｣

131

続日本後紀抜萃(内題｢続日本後紀抜萃｣)　(茜部相嘉) 寅3月写畢 半･1冊<52丁墨>/
(改装表紙)/(下
小口｢続日本後紀
抜萃｣)/(書入本)

118

写本日本後紀地名抜抄(内題｢写本日本後紀地名抄｣)　
(茜部相嘉)

未正月18日 半･1冊<18丁墨>/
(改装表紙)/(下
小口｢日本後紀地
名｣)

117

夫木集抜書(内題｢夫木集抜書　七八九十｣｢夫木集第
廿九抜書｣｢夫木集第卅二｣｢夫木摘葉抄　廿七之八
　自獣虫魚之部至草部｣)　(茜部相嘉)

(11月9日夜起) 半･1冊<87丁墨>/
(改装表紙)/(表
紙｢市岡和雄書抜
之｣)/(書入本)/
(虫損甚大)

107

宇都保物語書抜(内題｢宇津保物語書抜　壱｣｢宇都保
物語抜書　弐｣｢空穂物語摘要　三｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<87丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(小口見出
し墨)

106

後撰和歌集抜抄(内題｢後撰和歌集巻第四｣｢後撰和歌
集巻第一｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<22丁墨>/
(改装表紙)/(小
口見出し墨)

108

枕草子抜萃(内題｢枕草子｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<44丁墨>/
(改装表紙)

109

万葉集地名抄(内題｢万葉集地名抜書｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<125丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)
/(丁間史料あり)

110

万葉集抜萃(内題｢萬葉集｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<22丁墨>/
(改装表紙)

111

万葉集聞書(内題｢万葉集聞書第三｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<25丁墨>/
(改装表紙)/(一
部黒色罫紙)

112-1

西陣町茜部家文書　1.茜部相嘉/2.編著
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万葉集聞書(内題｢萬葉集聞書　第三｣｢万葉四｣｢萬葉
五巻｣｢萬葉六聞書｣｢萬葉集七聞書写｣｢万葉九｣｢萬
葉十｣｢第十一｣｢自十五｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<173丁墨>/
(一部黒色罫紙)/
(丁間史料あり)

112-2

日本紀地名抄　上共ニ　自神代至武烈天皇(内題｢日
本紀地名　上　自神代至武烈天皇｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<78丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

113-1

日本紀地名抄　下共ニ　自継體天皇至持統天皇(内題
｢日本紀地名　下　自継體天皇至持統天皇｣)　(茜
部相嘉)

半･1冊<60丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

113-2

日本紀抜萃(内題｢日本紀抜萃｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<28丁墨>/
(改装表紙)/(虫
損甚大)

114

続日本紀地名抄(内題｢続紀地名｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<116丁墨>/
(貼紙あり)/(朱書
あり)/(書入本)/
(虫損甚大)

115

日本後紀抜萃(内題｢日本後紀抜鈔｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<37丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

116

文徳実録抜萃(内題｢文徳実録抜萃｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<29丁墨>/
(改装表紙)

119

三代実録地名抄(内題｢三代実録地名抄｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<83丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)
/(丁間史料あり)

120

延書式抜萃附六国史廃置駅家(厩牧令驛傳馬　年新別
貢雑物　年新雑器　交易雑物　雑式　民部式　主
計式　主税式　兵部式驛次､内題｢延喜式書抜　厩
牧令駅傳馬　年新別貢雑物　年新雑器　交易雑物

　雑式　民部式　主計式　主税式｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<66丁墨>/
(一部黒色罫紙)/
(改装表紙)/(書
入本)

121

延喜式地名抄上(内題｢延喜式地名抄上｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<73丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(丁間史料
あり)

122-1

延喜式地名抄下(内題｢延喜式地名下抜萃｣)　(茜部相
嘉)

半･1冊<23丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)
/(丁間史料あり)

122-2

源氏物語集聞書(内題｢ははき木聞書｣｢記(桐壺の更衣
聞書)｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<31丁墨>/
(虫損甚大)

123

古今集抜萃(内題｢古今集抜書｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<36丁墨>/
(虫損甚大)

124

蜻蛉日記摘要附地名(内題｢蜻蛉日記摘要附地名｣)　
(茜部相嘉)

半･1冊<23丁墨>/
(書入本)

125

霊異記抜萃(内題｢霊異記上中下書抜｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<48丁墨>/
(虫損甚大)/(丁
間史料あり)

126

保元平治物語抜萃(内題｢保元平治物語抜抄｣｢大平記｣)
　(茜部相嘉)

半･1冊<21丁墨>/
(一部黒色罫紙)/
(改装表紙)/(書
入本)

127

源平盛衰記書抜(内題｢源平盛衰記抜書　波平　犬山
　焼将他｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<59丁墨>/
(改装表紙)/(虫
損甚大)

128

平家物語地名書抜　(茜部相嘉) 半･1冊<12丁墨>/
(虫損甚大)

129

朝野群載抜萃(内題｢朝野群載書抜｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<40丁墨> 130

拾遺集･金葉集抜萃(内題｢拾遺集　金葉集抜萃｣)　
(茜部相嘉)

半･1冊<32丁墨>/
(合冊)/(金葉集の
抜書一紙同封)/
(書入本)

132
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桂園一枝拾遺書抜(内題｢桂園一枝拾遺書抜｣)　(茜部
相嘉)

半･1冊<21丁墨> 133

勝地吐懐編抜萃(内題｢勝地吐懐編上下巻抜萃｣)　(茜
部相嘉)

半･1冊<22丁墨> 134

抜萃(比古婆衣目録･同抜萃･獣動植各彙引書目･尓雅
木槿注疏･安斉随筆書抜一条･張州府志目録･同抜萃
･本国神名帳書抜､内題｢比古婆衣目録 同書抜 動植
各彙引書目 尓雅木槿注疏 安斉随筆書抜一条｣)　
(茜部相嘉)

半･1冊<31丁墨>/
(一部青色罫紙)/
(書入本)/(丁間
史料あり)

135

諸説抜萃(俚歌童謡変遷･俘因説･芭蕉説･越州説･倭奴
国･言語変遷･古来姓名転化･皇国学､内題｢俚歌童謡
変遷 俘因説 越州之説 倭奴国考 言語変遷 古来姓
名転化 我国古書ヨリ学習スル説｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<38丁墨>/
(青色罫紙)

136

円珠庵雑記　冠辞考抜萃(内題｢円珠庵雑記｣｢冠辞考
抄出　地名部愚説書入｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<25丁墨>/
(一部黒色罫紙)/
(書入本)

137

諸記録(｢内題｢鳥居甲斐初申渡書･大塩平八郎触書･唐
国騒擾風聞具陳書･越後騒動記録･小事篭･鼠小僧初
申渡書･出石侯内乱記事･天変録･大久保武蔵鐙別編･

浜松風聞書 崎陽茶話 邪教始末｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<193丁墨>/
(虫損甚大)/(丁
間史料あり)

139

抜萃及聞書(内題｢塵帒抜萃　六條三葉｣)　(茜部相嘉) 半･1冊<118丁墨>/
(改装表紙)/(一部
黒色･茶色罫紙あ
り)/(丁間史料あ
り)/(書入本)

142

抜萃(慕景集･橘為仲朝臣家集･藤原顕綱朝臣家集･源
実朝家集･津守國基集･東大寺奴婢籍帳･百練抄･判
官物語･宇治拾遺物語･源氏物語(桐壺･箒木)･古事
談･東北院職人歌合･円光大師伝､内題｢慕景集一条･

橘為仲朝臣家集･藤原顕綱朝臣家集･源実朝家集･津
守國基集･東大寺奴婢籍･百練抄･判官物語書抜他｣)

　(茜部相嘉)

半･1冊<57丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

144

伊勢物語･土佐日記･更級日記地名抜抄(内題｢伊勢物
語地名･土佐日記地名･更級日記摘要｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<25丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

145

赤染衛門集･相摸集･伊勢物語･医心法抜萃(内題｢赤染
衛門集･相摸集･伊勢物語･医心法｣｢砂石集･太平記･

赤染衛門集･相模集･徒然草｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<31丁墨>/
(合綴)/(一部青
色罫紙)/ (書入
本)

146

倭姫世記･藤原長能集･続詞花集･藤川の記･陸奥話記･

長門本平家物語･紫式部日記･拾遺抄･善光寺記行･将
門記･曽我物語抜萃(内題｢倭姫命世記地名･紫式部
日記･藤原長能集･拾遺抄･続詞花集･善光寺紀行地名
･藤川の記地名･将門記･陸奥話記･曽我物語地名･長
門本平家物語｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<51丁墨>/
(朱書あり)

147

性霊集･太平記･朝野群載･壒嚢抄･尾張国解･多賀城碑･

長崎小倉より陸行程･木曽路名所古歌･玉露叢･元亨
尺書(内題｢性霊集狸毛筆･太平記大田文･朝野群載
申改路次(他9冊)｣)　(茜部相嘉)

半･1冊<19丁墨>/
(一部青色罫紙)/
(貼紙あり)/(書
入本)

148

姓氏録･三代格･日本紀略･十六夜日記(他27冊)抜萃
(内題｢姓氏録･信明集･紫式部集(他28冊)｣)　(茜部
相嘉)

半･1冊<36丁墨>/
(改装表紙)

149

東鑑抜書(内題｢東鑑抜書　第一地名　第二人名　第
三雑事｣)

半･1冊<94丁墨>/
(改装表紙)

151

蕣園相嘉翁詠草(内題｢膽渟之 羊蹄延以佐宇｣)　舜
園(茜部相嘉)

半･1冊<23丁墨>/
(改装表紙)/(丁
間史料あり)

152
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1.4.尾張国内他絵図
(中嶋郡･尾張国分寺周辺図)　(茜部相嘉) 79.0×55.6㎝･1

枚/(№52封筒一
括)/(№52の封筒
上書｢蕣園翁旧地
名考按図｣)

52-1

(中嶋郡･一ノ宮周辺図)　(茜部相嘉) 56.5×39.8㎝･1枚
/(№52封筒一括)

52-2

(木曽･長良･揖斐川河口周辺図)　(茜部相嘉) 58.7×51.3㎝･1枚
/(№52封筒一括)

52-3

(愛知郡･名古屋周辺図)　(茜部相嘉) 40.1×28.3㎝･1枚
/(№52封筒一括)

52-4

(愛知郡部分図)　(茜部相嘉) 28.0×40.0㎝･1枚
/(№52封筒一括)

52-5

(愛知郡･庄内川並びに新川河口周辺彩色絵図)　(茜部
相嘉)

40.4×27.9㎝･1枚
/(№52封筒一括)

52-6

(奥州･出羽･越後･蝦夷国境周辺彩色絵図)　(茜部相嘉) 41.8×30.5㎝･1枚
/(№52封筒一括)

52-7

(奥州･出羽･越後･蝦夷国境周辺朱引絵図)　(茜部相嘉) 40.0×28.2㎝･1枚
/(№52封筒一括)

52-8

(伊豆半島周辺沿岸彩色絵図)　(茜部相嘉) 42.3×30.6㎝･1枚
/(№52封筒一括)

52-9

(木曽川･長良川中州周辺朱引絵図)　(茜部相嘉) 40.5×29.0㎝･1枚
/(№52封筒一括)

52-10

(奥羽越後国境朱引絵図)　(茜部相嘉) 39.9×28.5㎝･1枚
/(№52封筒一括)

52-11

1.5.諸国郷帳写
郷帳目録　二(内題｢郷帳目録｣) 半･1冊<22丁墨>/

(書入本)
105

郷帳　山城(内題｢壱　畿内山城国　第一｣)　石川主殿
頭

元禄13年庚辰11月 半･1冊<141丁墨>/
(改装表紙)/(訂
正の貼紙あり)/
(書入本)

57

郷帳　第二　大和　畿内四冊之内(内題｢大和国郷帳｣)
　(奥書)｢寛文七年丁未二月吉日初瀬村柳原町源一郎(印)/

為末代也云云/木岡家久｣/(蔵書印)

寛文7年丁未2月吉日 半･1冊<141丁墨>/
(改装表紙)/(23丁
目と24丁目の間
に丁間史料あり)

58

郷帳　第三　河内　和泉　畿内四冊之内(内題｢参　
河内　第三　和泉　第四｣､｢亥七月廿七日校正｣｢亥
七月廿七日校正｣)　<和泉>岡部美濃守　<河内>井上大
和守･安藤筑後守･松前伊豆守･久貝因幡守

<河内>元禄15年壬午4
月　<和泉>3月

半･1冊<84丁墨>/
(合冊)/(改装表
紙)

59

郷帳　第四　接(攝)津　畿内四冊之内(内題｢四　畿
内　接(摂)津　第五｣)　青山播磨守･永井豊熊･九鬼大
和守/(奥朱書)｢子二月廿六日校正｣

元禄15年壬午2月 半･1冊<86丁墨>/
(改装表紙)

60

郷帳　第五　伊賀　伊勢　東海道十五冊之内(内題
｢東海道　壱　弐　伊賀六　伊勢七｣)　<伊勢>松平
越中守･板倉周防守　<伊賀>藤堂和泉守

<伊賀>元禄13年庚辰7
月　<伊勢>12月

半･1冊<131丁墨>/
(改装表紙)/(朱
書入)

61

郷帳　第六　志摩　尾張　東海道十五冊之内(内題
｢東海道　三　四　志摩国　尾張国｣)　<志摩>松平
源次郎

<志摩>元禄13庚辰年9
月　<尾張>元禄14辛巳
11月

半･1冊<85丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

62

郷帳　第七　三河　東海道十五冊之内(内題｢東海道
　五　三河国｣)　水野監物･土井式部少輔

元禄14年辛巳2月 半･1冊<125丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

63

郷帳　第八　遠江　東海道十五冊之内(内題｢東海道
　六　遠江国　第拾壱｣)　青山下野守･西尾隠岐守

元禄15年壬午12月 半･1冊<197丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

64
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郷帳　第九　駿河　東海道十五冊之内(内題｢諸国邑
名志　東海道　七　駿河国　拾弐｣)　太田摂津守･
井伊兵部少輔

元禄15年壬午12月 半･1冊<83丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

65

郷帳　第十　甲斐　東海道十五冊之内(内題｢東海道
第八　甲斐国郷帳　山梨　八代　都留　巨麻｣)

元禄15年壬午12月 半･1冊<103丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(丁間史料
1通)/(虫損甚大)

66

郷帳　第十一　伊豆　東海道十五冊之内(内題｢諸国
邑名誌巻　東海道　八　伊豆国　十三　凡弐百八
拾五邑｣)　井上大和守･安藤筑後守･松前伊豆守･久貝因
幡守/(奥書)｢文政戌年十一月十九日以伊豆志校左傍ニ加
仮名畢右之仮名本来所有也｣

元禄15年壬午7月 半･1冊<37丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)
/(虫損破片入封
筒あり)

67

郷帳　第十二　相模　東海道十五冊之内(内題｢東海
道　十　相模　第十五｣)　井上大和守･安藤築後守
(筑後守)･松前伊豆守･久貝因幡守

元禄15年壬午 半･1冊<97丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損あり)
/(虫損破片入封
筒あり)

68

郷帳　第十三　武蔵　上四冊之内　東海道十五冊之
内(内題｢武蔵国　壱　共三　豊島郡　荏原郡　橘
樹郡　久良岐郡　都筑郡　多磨郡　新座郡｣)　(井
上大和守･安藤筑後守･松前伊豆守･久貝因幡守)

(元禄15年壬午11月) 半･1冊<80丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

69-1

郷帳　第十四　武蔵　中ノ一四冊之内　東海道十五
冊之内(内題｢武蔵国　弐　共三　入間　高麗　秩
父　男衾　大里　比企　横見　足立｣)　(井上大和
守･安藤筑後守･松前伊豆守･久貝因幡守)

(元禄15年壬午11月) 半･1冊<89丁墨>/
(改装表紙)(虫損
甚大)

69-2

郷帳　第十五　武蔵　中ノ二四冊之内　東海道十五
冊之内(内題｢武蔵国郷帳弐　共三　入間郡　高麗

　秩父　男衾　大里　比企　横見　足立｣)　(井上大
和守･安藤筑後守･松前伊豆守･久貝因幡守)

(元禄15年壬午11月) 半･1冊<119丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

69-3

郷帳　第十六　武蔵　下四冊之内　東海道十五冊之
内(内題｢東海道　武蔵国　三　共三　葛飾　埼玉
　幡羅　榛澤　那賀　児玉　賀美｣)　井上大和守･
安藤筑後守･松前伊豆守･久貝因幡守/(奥書)｢亥八月十九
日校正｣

元禄15年壬午11月 半･1冊<77丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

69-4

郷帳　第十七　安房　上総　東海道十五冊之内(内題
｢東海道　安房国　上総国｣)　<安房国･上総国>井上
大和守･安藤筑後守･松前伊豆守･久貝因幡守

<安房>元禄14年辛巳2
月　<上総>元禄15年壬
午11月

半･1冊<73丁墨>/
(改装表紙)/(合
冊)/(書入本)

70

郷帳　第十八　下総　東海道十五冊之内(内題｢東海
道　下総　第十九　葛飾　猿嶋　結城　豊田　岡
田　相馬　千葉　印幡　埴生　香取　匝瑳　海上｣)

　牧野備前守･松平伊豆守

元禄15年壬午11月 半･1冊<115丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

71

郷帳　第十九　常陸　東海道十五冊之内(内題｢東海
道　常陸国　千六百七拾七ヶ村｣)

半･1冊<73丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

72

郷帳　第廿　近江　東山道十三冊之内(内題｢東山道
　近江国　廿壱｣)　井伊掃部頭･本多隠岐守･鳥居播摩守

(播磨守)

半･1冊<148丁墨>/
(改装表紙)/(改
装表紙)/ (書入
本)

73

郷帳　第廿一　美濃　東山道十三冊之内(内題｢東山
道　美濃国｣)　戸田采女正･松平丹波守

元禄14年辛巳12月 半･1冊<80丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

74

郷帳　第廿二　飛騨　東山道十三冊之内(内題｢東山
道　飛騨国　廿三｣)　伊奈半左衛門

元禄14年辛巳9月 半･1冊<36丁墨>/
(書入本)/(改装
表紙)

75

郷帳　第廿三　信濃　東山道十三冊之内(内題｢東山
道　信濃国　廿四｣)　真田伊豆守･水野隼人正･仙石越
前守･松平遠江守

元禄15年壬午12月 半･1冊<143丁墨>/
(改装表紙)/(虫
損甚大)

76

郷帳　第廿四　上野　東山道十三冊之内(内題｢東山
道　五　上野国郷帳｣)　酒井雅楽頭

元禄15年壬午12月 半･1冊<159丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/ (一部史
料)/(丁間史料あ
り)

77
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郷帳　第廿五　下野　東山道十三冊之内(内題｢東山
道　下野国　第廿六｣)　阿部対馬守

元禄14年辛巳7月 半･1冊<196丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

78

郷帳　第廿六　陸奥　甲五冊之内　東山道十三冊之
内(内題｢陸奥国　壱　白河郡　石川郡　岩瀬郡　
田村郡　安達郡　安積郡　津軽郡｣)　<白河郡他>松
平大和守外2名　<津軽領>津軽越中守

<津軽領>元禄14辛巳年
11月　<白河郡他>元禄
15壬午年12月

半･1冊<70丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

79-1

郷帳　第廿七　陸奥　乙五冊之内　東山道十三冊之
内(内題｢東山道　陸奥国　弐　会津領　会津郡　
大沼郡　耶麻郡　河沼郡　福島領　信夫郡　伊達
郡｣)　<会津領>松平肥後守　<福嶋領>堀田伊豆守

<福島領>元禄13年庚辰
5月　<会津領>元禄13
庚辰年8月

半･1冊<99丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

79-2

郷帳　第廿八　陸奥　丙五冊之内　東山道十三冊之
内(内題｢陸奥国　三　菊多　白川　磐前　磐城　
楢葉　標葉　行方　宇多｣)

半･1冊<134丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

79-3

郷帳　第廿九　陸奥　丁五冊之内　東山道十三冊之
内(内題｢陸奥国　四　仙台領弐拾壱郡　刈田　柴
田　伊具　宇多　亘理　名取　宮城　黒川　賀美

　玉造　志田　遠田　栗原　登米　牡鹿　桃生　本
吉　気仙　磐井　胆沢　江刺｣)　松平陸奥守

元禄12年己卯8月 半･1冊<82丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

79-4

郷帳　第三十　陸奥　戊五冊之内　東山道十三冊之
内(内題｢陸奥国　五終　南部領拾郡　和賀　稗貫

　紫浪　岩手　鹿角　閉伊　九戸　二戸　三戸　北｣)

半･1冊<98丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

79-5

郷帳　第三十一　出羽　上二冊之内　東山道十三冊之
内(内題｢弐冊之内上　出羽国　山形領　庄内領｣)　
酒井左衛門尉

元禄13年庚辰8月 半･1冊<98丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

80-1

郷帳　第三十二　出羽　下二冊之内　東山道十三冊之
内(内題｢弐冊之内下　出羽国　秋田領　米沢領　新
庄領｣)　<秋田>佐竹右京大夫　<米沢>上杉弾正大弼　<新
庄>戸沢上総介

<秋田>元禄15壬午歳12
月　<米沢>元禄13庚辰
年3月4日　<新庄>元禄
13庚辰年3月

半･1冊<114丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

80-2

郷帳　第三十三　若狭　越前　上二冊之内　北陸道
八冊之内(内題｢北陸道　壱弐　若狭国　越前国｣)

　(松平兵部大輔)

(元禄14年辛巳8月) 半･1冊<80丁墨>/
(改装表紙)/(丁
間史料あり)/(書
入本)

81-1

郷帳　第三十四　若狭　越前　下二冊之内　北陸道
八冊之内(内題｢北陸国　若狭　越前｣)　松平兵部大
輔

元禄14年辛巳8月 半･1冊<147丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

81-2

郷帳　第三十五　加賀　能登　北陸道八冊之内(内題
｢北陸道　加賀　卅壱　能登　卅弐｣)　松平加賀守
･(加賀)松平加賀守

元禄15年壬午4月 半･1冊<115丁墨>/
(改装表紙)/(合
冊)/(書入本)/
(虫損あり)

82

郷帳　第三十六　越中　上二冊之内　北陸道八冊之
内(内題｢北陸道　越中国村名帳｣)　<加賀･能登>松
平加賀守

<加賀･能登>(元禄15
年壬午4月)

半･1冊<61丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

83-1

郷帳　第三十七　越中　下二冊之内　北陸道八冊之
内(内題｢北陸道　越中｣)　松平加賀守

元禄15年壬午4月 半･1冊<109丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

83-2

郷帳　第三十八　越後　上二冊之内　北陸道八冊之
内(内題｢北陸道　越後　上　弐冊之内　第卅四｣)

　牧野駿河守

元禄(15)年壬午12月 半･1冊<115丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

84-1

郷帳　第三十九　越後　下二冊之内　北陸道八冊之
内(内題｢北陸道　越後国　下　弐冊之内｣)　榊原
式部大輔･溝口信濃守/(奥書)｢文政亥九月六日校合畢｣

元禄13年庚辰6月 半･1冊<130丁墨>/
(改装表紙)/(朱
書あり)

84-2

郷帳　第四十　佐渡　北陸道八冊之内(内題｢北陸道
　七　佐渡　第卅五｣)　荻原近江守

元禄13年庚辰12月 半･1冊<15丁墨>/
(改装表紙)/(丁
間史料あり)/(書
入本)

85

郷帳　第四十一　丹波　丹後　山陰道四冊之内(内題
｢山陰道　丹波国　卅六　丹後国　卅七｣)　<丹波>
朽木伊豫守･小出伊勢守･織田山城守/(奥書)｢文政亥七月
五日写之畢｣　<丹後>奥平熊太郎･牧野讃岐守

<丹波>元禄13庚辰年11
月　<丹後>元禄12己卯
年7月

半･1冊<115丁墨>
/(合冊)/(改装表
紙)/(書入本)/
(虫損甚大)

86
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郷帳　第四十二　但馬　因幡　山陰道四冊之内(内題
｢山陰道　第三　第四　但馬　卅八　因幡　卅九｣)

　<但馬>松平伊賀守･京極甲斐守　<因幡>松平右衛門督/(奥
書)｢文政亥七月廿三日写同廿六日交合｣

<但馬>元禄13庚辰年9
月　<因幡>元禄14辛巳
年11月

半･1冊<97丁墨>/
(合冊)/(改装表
紙)/(書入本)/
(虫損甚大)

87

郷帳　第四十三　伯耆　出雲　山陰道四冊之内(内題
｢山陰道　伯耆　四十　出雲　四十一｣)　<伯耆>松
平右衛門督<出雲>松平出羽守

<伯耆>元禄14辛巳年11
月　<出雲>元禄14辛巳
年6月

半･1冊<101丁墨>
/(合冊)/(改装表
紙)/(書入本)/
(虫損甚大)

88

郷帳　第四十四　石見　隠岐　山陰道四冊之内(内題
｢山陰道　第七第八　石見国　四十二　隠岐国　
四十三｣)　<石見>松平周防守･亀井隠岐守　<隠岐>松平
出羽守

<石見>元禄12己卯年5
月　<隠岐>元禄14辛巳
年6月

半･1冊<53丁墨>/
(改装表紙)/(合
冊)/(改装表紙)/
(書入本)/(虫損
甚大)

89

郷帳　第四十五　播磨　山陽道四冊之内(内題｢諸国邑
名志　巻卅四　山陽道　壱　播磨国　第四十四　千
有八百箇邨｣)　本多中務大輔･松平左兵衛佐･脇坂淡路守
/(奥書)｢文政年丙戌九月写之｣

元禄15壬午年2月 半･1冊<74丁墨>/
(改装表紙)/(朱
書あり)/(虫損甚
大)

90

郷帳　第四十六　美作　山陽道四冊之内(内題｢山陽
道　美作国　第四十五｣)　松平備前守

元禄13年庚辰11月 半･1冊<50丁墨>/
(改装表紙)/(朱
書あり)/(虫損甚
大)

91

郷帳　第四十七　備前　備中　山陽道四冊之内(内題
｢山陽道　備前国　第四十六　備中国　第四十七｣)

　<備中>安藤長門守･木下肥後守　<備前>松平伊豫守

<備前>元禄13庚辰年12
月　<備中>元禄14辛巳
年4月

半･1冊<108丁墨>/
(合冊)/(改装表
紙)/(虫損甚大)/
(朱書あり)

92

郷帳　第四十八　備後　安芸　周防　長門　山陽
道四冊之内(内題｢備後　安芸　周防　長門　自
四十八至五十壱｣)　<備後>松平安芸守･浅野土佐守　
<安芸>松平安芸守　<長門･周防>松平大膳太夫

<備後>元禄14辛巳年7
月　<安芸>元禄14辛巳
年4月　<長門･周防>元
禄12己卯年5月

半･1冊<111丁墨>/
(合冊)/(改装表
紙)/(書入本)/(虫
損甚大)

93

郷帳　第四十九　紀伊　南海道四冊之内(内題｢南海
道　壱　紀伊国　第五十弐｣)　(徳川綱教)

元禄14年辛巳7月 半･1冊<110丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

94

郷帳　第五十　淡路　阿波　南海道四冊之内(内題｢
南海道　淡路　五十三　阿波　五十四｣)　<淡路･阿
波>松平淡路守

<淡路･阿波>元禄13年
庚辰8月

半･1冊<64丁墨>/
(合冊)/(改装表
紙)/(書入本)/
(虫損甚大)

95

阿波国郷帳二 半･1冊<62丁墨>/
(改装表紙)

50

郷帳　第五十一　伊豫　讃岐　南海道四冊之内(内題
｢南海道　伊豫国　五十六　讃岐国　五十五｣)　<伊
豫>松平隠岐守･伊達遠江守･加藤遠江守･松平駿河守　<讃
岐>松平讃岐守･京極縫殿

<伊豫>元禄13年庚辰年
6月　<讃岐>元禄13庚
辰年5月

半･1冊<150丁墨>/
(合冊)/(改装表
紙)/(書入本)

96

郷帳　第五十二　土佐　南海道四冊之内(内題｢南海
道　土佐国　五十七　千七拾六ヶ村｣)　松平民部大
輔

元禄13庚辰年12月 半･1冊<117丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

97

郷帳　第五十三　筑前　西海道七冊之内(内題｢西海
道　壱　筑前国　第五十八｣)　松平肥前守

元禄14辛巳年7月 半･1冊<47丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

98

郷帳　第五十四　筑後　西海道七冊之内(内題｢西海
道　弐　筑後国郷帳｣)　有馬中務大輔･立花飛騨守

元禄14年辛巳3月 半･1冊<62丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

99

郷帳　第五十五　豊前　西海道七冊之内(内題｢西海
道　三　豊前国郷帳｣)　小笠原右近将監･小笠原信濃
守/(奥書)｢文政亥八月十二日写之｣

元禄14年辛巳4月 半･1冊<56丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

100

郷帳　第五十六　豊後　西海道七冊之内(内題｢西海
道　豊後国　第六十壱｣)　(岡藩中川久通･臼杵藩稲
葉知通)

(元禄) 半･1冊<126丁墨>/
(改装表紙)/(小
口見出し墨)/(虫
損甚大)

101

郷帳　第五十七　肥前　西海道七冊之内(内題｢諸国
邑名志　第四十四　西海道　五　肥前国　六十弐

　凡千四百拾八邨｣)　松平信濃守/(奥書)｢文政九年九月
十五日令若党河合辰三写之一校畢｣

元禄14辛巳年7月 半･1冊<90丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

102
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郷帳　第五十八　肥後　西海道七冊之内(内題｢西海
道　肥後　第六十三｣)　細川越中守

元禄14辛巳年8月 半･1冊<122丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(虫損甚大)

103

郷帳　第五十九終　日向　大隅　薩摩　壱岐　
対馬　西海七冊之内(内題｢西海道　日向　凡
三百九十八ヶ村　大隅　凡弐百三十ヶ村　薩摩　
二百五十八ヶ村　壱岐　五十ヶ村　対馬　百弐
十四ヶ村｣)　<日向･大隅･薩摩>松平薩摩守　<壱岐>松
浦壱岐守　<対馬>宗対馬守

<日向･大隅･薩摩>元禄
15壬午年8月　<壱岐>
元禄12年卯3月　<対
馬>元禄13庚辰年正月

半･1冊<80丁墨>/
(合冊)/(改装表
紙)/(書入本)/
(虫損甚大)

104

国郡高帳全 半･1冊<45丁墨>/
(丁間史料あり)/
(虫損あり)

45

1.6.蔵書
豊受宮儀式帳　残欠(内題｢豊受宮儀式帳　残缼｣)　

内人旡神主山代外10名/(奥書)｢右豊受宮儀式諸本文字多
鍺誤□挌頗参｣/｢差且所施之訓迠皆後人之意而非延於暦
暦｣/｢之俗矣今聊改写之而具于後日之考訂｣/｢享和元年辛
酉夏六月中旬荒木田未壽｣/｢右延暦儀式帳一本借荒木田
未寿神主謄写了｣/｢大野村内宮神主小田井負固謹写｣/｢文
政十二己丑歳三月良辰大足村豊石神社神主小出久臣謹写｣/
｢明治二己巳歳八月中旬小鈴谷村白山社神主松田柾穆謹
写｣

延暦23年3月24日 美大･1冊<42丁墨>
/(改装表紙)

163

猪隈関白御記　正治三年正月建仁元二月(内題｢猪隈
関白御記　正治三年正月為建仁元二月｣)

(正治3年正月～建仁
元年2月)

美･1冊<30丁墨>/
(改装表紙)

173

古語拾遺　大須本写　(斎部広成) 大同2年2月13日 美･1冊<20丁墨>/
(改装表紙)

174

仁部記　建治元年七月(内題｢仁部記　建治元年七月｣) (建治元年7月) 美･1冊<12丁墨>/
(改装表紙)

178

尾張国風土記･民部省図牒(内題｢尾張国風土記･同民
部省図牒｣)　史生源忠勝･史生秦行宗/(茜部相嘉書入
本)

元亨2年10月下春 半･1冊<18丁墨>/
(改装表紙)

23

羅浮子東海道紀行･連集良材集･謡之抄之内抜書･東鑑
抜萃(抜書)　<羅浮子東海道紀行>羅浮子

<羅浮子東海道紀行>元
和2年11月

美･1冊<101丁墨>/
(合冊)/(虫損甚大)

169

西山遺事(内題｢西山遺事｣)　土佐国鏡郡大神重遠拝書 宝永7年庚寅12月6日 半･1冊<149丁墨>/
(改装表紙)

143

年中行事歌合上(判者新中納言為秀卿)　(二条通沢田
庄左衛門判板)

(慶安2年初夏上旬) 美･1冊<33丁墨>/
(木版)/(虫損あ
り)

33-1

年中行事歌合中(内題｢年中行事五十番歌合巻第二｣)　
*判者新中納言為秀卿　(二条通沢田庄左衛門判板)

(慶安2年初夏上旬) 美･1冊<23丁墨>/
(木版)/(付箋あ
り)

33-2

年中行事歌合下(内題｢年中行事五十番歌合巻第三｣)　
*判者新中納言為秀卿　二条通沢田庄左衛門判板

(慶安2暦初夏上旬) 美･1冊<28丁墨>/
(木版)/(虫損あ
り)

33-3

後水尾院御製集(内題｢後水尾院御製集｣)　松田斬風弾 元禄11年戊寅□□5月
22日

半･1冊<14丁墨> 138

むし草紙(内題｢むし草し｣)　(奥書)｢寛保四甲子年二月
十三日写之｣

寛保4年2月13日写 半･1冊<16丁墨>/
(改装表紙)

154

但馬国風土記(内題｢但馬国風土記｣)　(奥書)｢右以藤
大納言高基之家本訂之官本令書写畢｣/｢元和壬辰四月望
前日｣/｢朝散大夫中原師行在判｣/｢右風土記残冊十七冊之
内但馬国今度以台命｣/｢之故訂誤字者也｣/｢寛文十年庚戌
五月十八日｣/｢大納言源通村在印｣/｢延享元甲子七月十二
日写之河村秀根｣

延享1年7月12日写之 美･1冊<18丁墨>/
(改装表紙)/(虫
損あり)

34

美濃国名所和歌集　濃州不破郡中山東寓節菊主人戯書 延享3年丙寅秋7月 半･1冊<28丁墨>/
(綴紐破損)/(裏
表紙虫損あり)/
(彩色画入)/(朱
書入)

28

西陣町茜部家文書　1.茜部相嘉/5.諸国郷帳写



－144－ －145－

日本国風一(内題｢日本国風巻一目録｣｢日本国風巻一｣)
　久志本常彰(奥書)｢此六巻以常彰神主自筆本写之于/時寛

延第二己巳冬十二月正校畢/権禰宜従四位下度会神主経
麻｣→権祢宜従四位下度会神主経麻

延享5年3月穀日 半･1冊<53丁墨>/
(虫損あり)

41-1

日本国風二　(久志本常著､寛延2年１2月度会神主経麻写) 寛延2年 半･1冊<51丁墨>/
(付箋あり)/(虫
損あり)

41-2

日本国風三　(久志本常著､寛延2年１2月度会神主経麻写) 寛延2年 半･1冊<60丁墨> 41-3

日本国風四　(久志本常著､寛延2年12月度会神主経麻写) 寛延2年 半･1冊<71丁墨> 41-4

日本国風五　(久志本常著､寛延2年12月度会神主経麻写) 寛延2年 半･1冊<66丁墨>/
(虫損あり)

41-5

日本国風六　(久志本常著､寛延2年12月度会神主経麻写) 寛延2年 半･1冊<86丁墨>/
(虫損あり)

41-6

笠掛全記(内題｢二　笠掛全記｣)　伊勢平蔵貞丈(花押)/
(奥書)｢宝暦八年戊寅夏六月廿一日伊勢平蔵貞丈(花押)｣

宝暦8年戊寅6月21日 美大･1冊<46丁墨> 182

常陸国風土記　*｢補缼三條｣付き　(奥書)｢延宝五丁巳仲
春以加賀本謄録｣/｢宝暦八戊寅四月望日艸之｣/｢右借鈔于
中山信名所蔵校勘一過按是書｣/｢以真壁郡作白壁郡則今
名避｣/｢光仁天皇御諱所改是書之成於延暦已前｣/｢亦可推
知也唯多為後人所刪莭殊是惜惋｣/｢今為補欠逸三條□知
沾一滴於河海為無｣/｢益然好古之癖不能黙止之所為幸勿
嗤焉｣/｢棭齋望之志｣/茜部相嘉書入本

(宝暦8年謄写) 美･1冊<33丁墨> 14

軍用記伊勢貞丈著(内題｢六　軍用記　巻六｣)　(伊勢
貞丈)

(宝暦11年) 美･1冊<30丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)/(丁間史料
あり)

170

箙書　弓袋蟇目袋之式(内題｢三　箙書　附図四品｣)
　<箙書>伊勢平蔵貞丈記(花押) <箙図>信豊御判/<箙書>奥

書｢右一帖雖為説任深々御懇望令伝写候､必々不可出窓外
之条誓約仍而如件　寛政九年丁巳六月五日　伊勢万助貞
春｣

<箙書>明和2年乙酉10
月24日　<箙図>弘治2
年8月吉日

美･1冊<39丁墨>/
(合冊)/(改装表
紙)/(彩色)/(書入
本)

172

直垂考附同附録(内題｢直垂考同附録｣)　大塚嘉樹/(奥
書)｢壺井氏所著直垂考也､証古書逑取考､其説詳矣､然予
有聊取､以付録于巻尾云　明和九年壬辰正月廿八日　扈
従隊士伊勢平蔵貞丈書　(印)｣

(明和9年正月18日謄
写)

半･1冊<23丁墨>/
(改装表紙)/(下
小口｢直垂考｣)/
(書入本)

153

信濃地名考上　<輯者>吉沢好兼　<版元>信州岩村田吉沢
鶏山　<売弘所>江東書林江戸室町三丁目須原屋市兵衛
(梓)　<識者>明和辛卯仲春望信陽源通魏　<書者>東江
源鱗 <序文>明和庚寅臈月安原貞平･伯亨(甫撰)　<科野
名与勢序>明和八のとし奈の月静本能宇万伎いふ､信州
岩村田吉沢鶴山(蔵板)

安永2年癸巳(春) 美･1冊<41丁墨>/
(改装表紙)/(木
版)

8-1

信濃地名考中下　<輯者>吉沢好兼　<版元>信州岩村田吉
沢鶏山､<売弘所>江東書林江戸室町三丁目須原屋市兵衛
(梓)　<識者>明和辛卯仲春望信陽源通魏　<書者>東江
源鱗　<序文>明和庚寅臈月安原貞平･伯亨(甫撰)　<科
野名与勢序>明和八のとし奈の月静本能宇万伎いふ､信
州岩村田吉沢鶴山(蔵板)

安永2年癸巳(春) 美･1冊<72丁墨>/
(改装表紙)/(木
版)/(付箋あり)

8-2

治水考(内題｢治水考｣)　(奥書)｢安永二季癸巳二月廿八
日蕃政書｣/<｢治水考序｣>/｢寛政三年辛亥九月朔日しるす｣/
｢寛政三季亥九月朔日夜しるす｣/｢寛政六年秋九月蕃書｣

(寛政6年9月蕃写) 半･1冊<45丁墨> 48

難波旧地考　*逸楽神社所蔵本の転写本　<輯者>長斎
七五三翔　<版元>大坂書林　<売弘所>敦賀屋九兵衛･柏
原屋清右衛門･塩屋忠兵衛外3名　<序文>若山楽

寛政11年己末極月 美･1冊<14丁墨>/
(木版)

10

訂正出雲風土記上　<版元>梅之舎蔵板､<印刷･売弘所>書
林江戸白銀町2丁目須原屋善五郎･和陽名古屋本町1丁目
風月孫助･同名古屋玉屋町永楽屋東四郎外6名/(天平5年
神宅臣金太理･出雲臣廣嶋作/寛政9年7月15日千家俊信が
交合/文化3年春紀之殿人本居三四右衛門平大平が序文)

(文化3年寅7月刻板) 美･1冊<54丁墨>/
(木版)

15-1
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訂正出雲風土記下　<版元>梅之舎蔵板 <印刷･売弘所>書
林江戸白銀町2丁目須原屋善五郎･和陽名古屋本町1丁目
風月孫助･同名古屋玉屋町永楽屋東四郎外6名/(天平5年
神宅臣金太理･出雲臣廣嶋作/寛政9年7月15日千家俊信が
交合/文化3年春紀之殿人本居三四右衛門平大平が序文)

文化3年寅7月刻板 美･1冊<46丁墨>/
(木版)

15-2

桔梗考田中大秀著(内題｢吉更考｣)　田中大秀考→考 文化10年6月晦日 美大･1冊<11丁墨>
/(改装表紙)

162

文政六年洞中御遊之次第(抜粋)　隠岐守豊原文秋(花
押)/奥書｢右洞中御遊之次第并古例之准拠等季良(朝臣)
従旧記之中抜萃之悉令註之者也予借其冊令書写之畢　文
政六年七月廿八日　隠岐守豊原文秋(花押)｣

文政6年7月28日 美･1冊<11丁墨>/
(改装表紙)

161

吉蘓旧記･佐渡日記･職原抄聞書･砲術問答(外6冊)抜
粋(内題｢吉蘓旧記抜書･佐渡日記･職原抄聞書･砲術
問答･北窓瑣談･趨庭雑話･牛馬問･若狭郡縣志･奥羽
観蹟聞老志抜書･儘蓑抄｣)　<吉蘇旧記>(奥書｢丁巳臘
月晦写之｣)/<趨庭雑話>｢嘉永六年五月十九日写之　相
嘉｣/<壗嚢抄>｢弘化三年丙午閏五月二十七日書写之　舜
園｣

(弘化3年～安政4年) 半･1冊<93丁墨>/
(55丁目の袋の中
に丁間史料あり)/
(朱書あり)

150

続名甲図鑑巻一兜之部(内題｢続名甲図鑑巻一兜部｣･
　｢続名甲図鑑巻二兜部｣)　(奥書)｢弘化三年八月廿八日

写畢(相嘉花押)｣

(弘化3年8月28日写) 美大･1冊<41丁墨>
/(改装表紙)

166

無名随筆･安斎随筆･立路随筆･南留列志抜萃(内題｢無
名随筆書抜｣)　(茜部相嘉写)

(弘化4年6月～文久元
年2月)

半･1冊<79丁墨>/
(合綴)/(虫損甚大)

140

報恩抄(｢本朝医蹟凡例｣｢引用書物｣抜粋､内題｢報恩抄｣)
　医道末生源朝臣元幹→識

弘化4年8月 美･1冊<42丁墨>/
(改装表紙)

167

明君一班抄(内題｢明君一班抄｣)　(徳川景山)/(奥書)
｢右一冊借水野氏之本謄写記　嘉永三庚戌年三月望｣/｢此
一冊借神谷氏本謹写之畢　嘉永三年四月朔(相嘉花押)｣

(嘉永3年4月朔日写) 美･1冊<93丁墨>/
(改装表紙)

175

海道記･東開記行･富士記行･慰草･覚富士記地名抄(内
題｢海道記･東開記行･富士記行･慰草･覚冨士記地名
抄｣)　(茜部相嘉)

嘉永3年庚戌4月書抜 半･1冊<12丁墨>/
(改装表紙)

22

黒田如水九州働之記(内題｢黒田如水九州働之記｣)　
(奥書)｢嘉永五年壬子四月岸上之本写之｣

(嘉永5年4月写) 美･1冊<17丁墨>/
(改装表紙)

179

田租調庸私考下(内題｢第三稿田租調庸私考下｣)　(神
谷元平)/(奥書)｢元治二乙丑年三月写之蕣園｣

(元治2年3月写) 半･1冊<32丁墨> 47

佐伊婆良古本･東遊風俗歌古本(｢催馬楽目録｣｢東遊
風俗歌古本｣合綴)　(奥書)｢右東遊風俗歌者先師賀茂
縣主所蔵自筆/書入之本也課男健蔵書写之校合畢/安永五
年丙申七月三日本居宣長/同六年丁酉七月廿二日田中道
麿/天明元年辛丑五月十八日川村真掉/以本居大人本写之
天明七年霜月三日書畢渡辺尚麿(花押)/明治十八年六月
十三日以一本校合畢｣

明治18年6月13日以一
本校合畢

美･1冊<57丁墨>/
(木版)/(茶色の
付箋あり)/(虫損)

32

街北紀行 美･1冊<32丁墨>/
(改装表紙)

7

地名字音転用例(内題｢地名字音転用例｣)　本居宣長著 美･1冊<25丁墨> 27

真蹟臨本三種歌合　<版>寺町通本能寺前京兆書肆銭屋惣
四郎

美･1冊<18丁墨>/
(木版)/(丁間に
袋1点あり<袋上
書｢真蹟臨本　範
永宅歌合　忠家
卿書･源順馬名合
　俊忠卿書　住
吉歌合　西行法
師書　三種同刻
(落款)｣>)

29

神楽歌･東遊風俗歌(内題 ｢神楽歌目録｣｢東遊歌一歌｣) 美･1冊<40丁墨>/
(表紙に反故紙を
使用)/(朱書あり)

31

駿河国志巻四(内題｢駿河国志第四目録府内神社仏閣｣
｢駿河国志第四府内神社｣)　(榊原長俊)

美･1冊<23丁墨> 37-1
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駿河国志巻五巻六(内題｢駿河国志巻五目録国府之東
一｣｢駿河国志巻第五国府之東｣｢駿河国志巻第六目
録国府之東二｣｢駿河国志巻第六国府之東二｣)　(榊
原長俊)

美･1冊<49丁墨> 37-2

駿河国志巻七巻八(内題｢駿河国志第七府城之東三目
録｣｢駿河国志巻第七国府之東三｣｢駿河国志巻第八
目録府城之北｣｢駿河国志巻第八府城之北｣)　(榊原
長俊)

美･1冊<57丁墨> 37-3

若狭群県志神社部(内題｢若狭群県志巻第四｣) 美･1冊<73丁墨> 38

古義一(内題｢古義一｣) 半･1冊<203丁墨>/
(丁間史料あり)/
(貼紙あり)/(虫損
あり)/(朱書入)

40

地方品目(内題｢地方品目｣) 半･1冊<42丁墨>/
(虫損あり)

49

書抜(茶道･苗字･銃砲･狭箱･揚弓･後藤家由来･月代･鎗･

傘･蝋燭･雛･七夕･画家･華･割符･雪踏･一里塚･研･碁･

象戯･雙六･五十音､内題｢抜書｣)　天野清右衛門

半･1冊<26丁墨>/
(虫損甚大)

141

新百人一首(内題｢新百人一首｣)　沙門判聖護院宮道興 半･1冊<29丁墨>/
(改装表紙)

155

回天詩史(内題｢回天詩史｣) 半･1冊<81丁墨>/
(合冊)/(改装表
紙)/(朱書あり)

156

三木の屋詠草抜萃 半･1冊<40丁墨> 157

学習院上丁次第(内題｢学習院上丁次第｣) 美大･1冊<16丁墨>
/(改装表紙)/(書
入本)

164

梅松訴陳(内題｢梅松訴陳｣) 美･1冊<15丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

165

群書類従跋(内題｢群書類従跋｣)　<撰>尾張儒官秦鼎　
(印)(印)　<書>尾頭 (印)(印)

美･1冊<10丁墨>/
(木版)/(版心｢群
書類従秦跋｣) /
(改装表紙)

171

犬追物図説伊勢貞丈著(内題｢一　犬追物図説　伊勢
貞丈著｣)　伊勢貞丈著

美大･1冊<61丁墨>
/(改装表紙)/(書
入本)

181

2.茜部厚海･頼敏･與利刀
2.1.茜部厚海
書博士所伝年中行事頭書(内題｢書博士所伝年中行事

頭書｣)　(佐々木)庸綱(花押)/(奥書)｢右年中行事頭書
墨付九枚者以横井北泉之秘書佐々木庸綱自筆模写一校了
　明治二十四辛卯歳仲秋望　茜部厚海(花押)｣

(明治24辛4月写) 美･1冊<14丁墨>/
(改装表紙)/(書
入本)

168

2.2.茜部與利刀
松島紀行(内題｢遊松島記｣)　*彰徳会より茜部与理刀君

への進呈品　<著者>(紀徳民)細井平洲 <発行兼印刷者>
愛知県尾張国知多郡半田町516番戸小栗半右衛門 <発行
所>愛知県尾張国知多郡半田町嚶鳴館遺稿発行所

明治33年3月18日発行 美･1冊<25丁墨>/
(黒色罫紙)/(丁
間に袋1点あり)/
(木版)/(袋上書
｢進呈　遊松島記
全｣

30
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2.3.茜部頼敏
大和魂　(茜部頼敏編) (明治43年8月) 半･1冊<39丁墨>/

(合冊)/(一部青
色罫紙)/ (付箋
付)

158
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