
〔181〕地　誌　3．地誌！10．北海道！3

（1874年）

220×147ミリ31丁整版
題簸：原・林顯三編河崎曽平閲北海紀行三表紙
原・楯子色：布目地に網目型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－005－04　　　　　　　　　　　　　紀行

北海紀行　4

（1874年）

219×148ミリ37丁整版
題籏二原・林顯三編河崎曽平閲北海紀行四表紙
原・楯子色：布目地に網目型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－005－05　　　　　　　　　　　　紀行

北海紀行　5

（1874年）

220×148ミリ42丁整版
題簸：原・林顯三編河崎曽平閲北海紀行五表紙：
原・楯子色：布目地に網目型押し

構成：本文40、政2（明治七年第八月初八目石川県藤
田維正）

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：丁間に袋（鎗西三井の印を押した）がある。

Y1310－005－06　　　　　　　　　　　　　紀行

北海紀行　付録

明治7（1874）

220×149ミリ30丁整版・銅板
題簸1原・林顯三編河崎曽平閲北海紀行附録表
紙：原・楯子色：布目地に網目型押し

刊記：明治七年六月　官許北海紀行加賀金澤如蘭
堂蔵梓（封面）。

印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1310－006－01

蝦夷風俗彙纂前編　1

（1882年）

229×155ミリ10巻10冊47．丁整版
題簸：原・蝦夷風俗彙纂前編一表紙＝原・黄唐茶色・
卍繋ぎ

構成＝序7（明治十四年開拓長官正四位勲一等黒田清
隆・明治十四年八月肥塚貴正）、凡例2、総目・引用書

目・目次8、本文30
印記：宗辰所集・三井家3。
備考1前表紙に「O（朱）／ル1四百〇六／二十冊」（下ヶ
札）。

Y1310－006－02

蝦夷風俗彙纂前編　2
（1882年）

43丁整版
題簸：原・蝦夷風俗彙纂前編二表紙：原・黄唐茶色・
卍繋ぎ

構成：目次1、本文42

印記：宗辰所集・三井家3。

刊記：松浦竹四郎評注、安政七庚申年正月発免、江戸

書物問屋目本橋北十軒店播磨屋勝五郎蔵版。
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－003　　　　　　　　　　　　蝦夷・紀行

北蝦夷余誌
万延1（践）（1860）

257×179ミリ1巻1冊35丁整版
題簸：原・北蝦夷鯨誌全表紙：原・葡萄色：卍繋ぎ
構成：凡例1（松浦竹四郎）、本文32、蹟2（庚申夏五月
松浦弘）

刊記：庚申新梓多気志楼蔵板（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：下小口にr北蝦夷余誌全」（墨書）。前表紙にrO
ホ印三八一」（貼紙）と「O（朱）ホ印／三百八十一1壱冊」
（下ケ札）。

Y1310－004　　　　　　　　　　　　蝦夷・紀行

天塩日誌
文久2（政）（1862）

257×178ミリ1巻1冊34丁整版
題籏：原・天塩目誌全表紙：原・葡萄色：卍繋ぎ
構成：凡例1（源弘）、本文32、賊1（文久壬戌といふとし

の皐月のなかば拙堂居士正謙）
刊記1多気志楼蔵板（封面）。

印記1宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「天塩目誌全」（墨書）。前表紙に「O
（朱）ホ印三八二」（貼紙）とrOホ印／三百八十二1壱冊」
（下ケ札）。

Y1310－005－01　　　　　　　　　　　　紀行
北海紀行　1

明治7（1874）

220×148ミリ6巻6冊40丁整版・銅板
題簸：原・林顯三編河崎曽平閲北海紀行一表紙：
原・楯子色：布目地に網目型押し

構成1題字ほか3（正三位菅原斎泰書・石川県永山平）
序4（明治七年七月石川県中属加藤恒・明治七年六月

石川県田中正義）、緒言3、郡表4、地図1、巻1本文
25

刊記＝明治七年六月　官許北海紀行加賀金澤如蘭
堂蔵梓（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ七十六」（貼紙）と「ホ印七十六／六
巻」（下ヶ札）。

Y1310－005－02　　　　　　　　　　　　紀行
北海紀行　2

（1874年）

220×148ミリ28丁整版
題籏1原・林顯三編河崎曽平閲北海紀行二表紙
原・楯子色1布目地に網目型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

紀行Y1310－005－03

北海紀行3



蝦夷風俗彙纂前編　9
（1882年）

40丁整版
題簸：原・蝦夷風俗彙纂前編九表紙：原・黄唐茶色
卍繋ぎ

構成：目次1、本文39
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－006－10

蝦夷風俗彙纂前編　10
明治15（1882）

41丁整版
題簸：原・蝦夷風俗彙纂前編十表紙：原・黄唐茶色・
卍繋ぎ

構成：目次2、本文39、刊記1
刊記：明治十四年二月出版板権届同十五年二月出
板製本所開拓使東京本郷弓町二丁目八番地臨池
社発免書雛東京日本橋区通一丁目　稲田佐兵衛・
京橋区南伝馬町一丁目　吉川半七・岩代国安達郡二
本松太田勘助。
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－007－01

蝦夷風俗彙纂後編　1

（1882年）

229×156ミリ10巻10冊67丁整版
題簸：原・蝦夷風俗彙纂後編一表紙：原・黄唐茶色
卍繋ぎ

構成：目次2、本文65
刊記：肥塚貴正編纂・奥並継校。

印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：45・46丁は重複。

Y1310－007－02

蝦夷風俗彙纂後編　2

（1882年）

43丁整版
題籏：原・蝦夷風俗彙纂後編二表紙：原・黄唐茶色
卍繋ぎ

構成：目次2、本文41

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－007－03

蝦夷風俗彙纂後編　3
（1882年）

51丁整版
題籏：原・蝦夷風俗彙纂後編三表紙：原・黄唐茶色・
卍繋ぎ
構成＝目次1、本文50
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－007－04

蝦夷風俗彙纂後編　4
（1882年）

46丁整版
題簸＝原・蝦夷風俗彙纂後編四表紙：原・黄唐茶色

3．地誌〔182〕

Y1310－006－03

蝦夷風俗彙纂前編　3

（1882年）

52丁整版
題簸：原・蝦夷風俗彙纂前編三表紙＝原・黄唐茶色
卍繋ぎ

構成：目次2、本文50

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－006－04

蝦夷風俗彙纂前編　4

（1882年）

49丁整版
題簸：原・蝦夷風俗彙纂前編四表紙：原・黄唐茶色
卍繋ぎ

構成：目次2、本文47

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－006－05

蝦夷風俗彙纂前編　5

（1882年）

55丁整版
題籏：原・蝦夷風俗彙纂前編五表紙：原・黄唐茶色
卍繋ぎ
構成：目次2、本文53

印記1宗辰所集・三井家3。

Y1310－006－06

蝦夷風俗彙纂前編　6

（1882年）

47丁整版
題籏1原・蝦夷風俗彙纂前編六表紙：原・黄唐茶色
卍繋ぎ

構成：目次1、本文46
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－006－07

蝦夷風俗彙纂前編　7

（1882年）

51丁整版
題籏：原・蝦夷風俗彙纂前編七表紙：原・黄唐茶色
卍繋ぎ

構成：目次1、本文50
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－006－08

蝦夷風俗彙纂前編　8

（1882年）

65丁整版
題籔：原・蝦夷風俗彙纂前編八表紙：原・黄唐茶色
卍繋ぎ
構成＝目次3、本文62
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－006－09



〔183〕3．地誌！10．北海道ノ誌地3

刊記：明治十四年二月出板板権届、同十五年二月出

板、製本所開拓使東京本郷弓町二丁目八番地臨
池社、発免書雛東京目本橋区通一丁目　稲田佐兵
衛・京橋区南伝馬町一丁目吉川半七・岩代国安達郡
二本松太田勘助。
印記：宗辰所集・三井家3。

成：序8（明治十七年二月内閣顧問陸軍中将従三位
一等黒田清隆・参議兼大蔵卿正四位勲一等松方正
）、凡例3、編纂者名1、目録4、引用書目5、巻1（建
・沿革）85

記：開拓使編纂・大蔵省刊行（封面）。

記：宗辰所集・三井家3。

考：前表紙にrホ九十六廿五冊」（下ヶ札）。

Y2310－002

北海道志　2

（1884年）

242×151ミリ90丁活版・銅板
題簸：原・北海道志二（方籏共）表紙：原・薄茶色無
地

構成：巻2地理
印記：宗辰所集・三井家3。

表紙：原・薄茶色無

Y2310－003

北海道志　3

（1884年）

241×152ミリ35丁活版
題籏：原・北海道志三（方籏共
地

構成1巻3地理（衛所）
印記1宗辰所集・三井家3。

表紙：原・薄茶色無

Y2310－004

北海道志　4

（1884年）

242×151ミリ29丁活版
題籏：原・北海道志四（方籏共
地

構成＝巻4地理（戸口）
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2310－005

［北海道志　5～8］
（1884年）

242×152ミリ40丁活版
題籏：原・北海道志五（方簸共）表紙：原・薄茶色無
地

構成1巻5（地理田野）15、巻6（地理山）7、巻7（地理

卍繋ぎ

構成：目次2、本文44

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－007－05

蝦夷風俗彙纂後編　5

（1882年）

43丁整版
題籏：原・蝦夷風俗彙纂後編五表紙1原・黄唐茶色
卍繋ぎ

構成1目次2、本文41
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－007－06

蝦夷風俗彙纂後編　6

（1882年）

48丁整版
題籏：原・蝦夷風俗彙纂後編六表紙＝原・黄唐茶色
卍繋ぎ

構成：目次2、本文46

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－007－07

蝦夷風俗彙纂後編　7

（1882年）

46丁整版
題籏：原・蝦夷風俗彙纂後編七表紙：原・黄唐茶色
卍繋ぎ

構成：目次3、本文43

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－007－08

蝦夷風俗彙纂後編　8

（1882年）

60丁整版
題籏：原・蝦夷風俗彙纂後編八表紙：原・黄唐茶色
卍繋ぎ

構成：目次2、本文58

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310。007－09

蝦夷風俗彙纂後編　9

（1882年）

63丁整版
題籏：原・蝦夷風俗彙纂後編九表紙：原・黄唐茶色
卍繋ぎ

構成：目次2、本文61

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－007－10

蝦夷風俗彙纂後編　10
明治15（1882）

64丁整版
題籏：原・蝦夷風俗彙纂後編十表紙：原・黄唐茶色
卍繋ぎ

構成：目次1、本文62、刊記1



Y2310－012

［北海道志　18・19］
（1884年）

242×151ミリ70丁活版
題籏：原・北海道志十二（方簸共）表紙1原・薄茶色

無地
構成：巻18（政治函館府・開拓使）57、巻19（政治恩
典）13

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2310－013

［北海道志　20］

（1884年）

242×151ミリ34丁活版
題簸：原・北海道志十三（方簸共）表紙＝原・薄茶色
無地
構成：巻20（政治租税上）

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2310－014

［北海道志　21］

（1884年）

242×151ミリ40丁活版
題籏：原・北海道志十四（方簸共）表紙1原・薄茶色

無地
構成：巻21（政治租税下）

印記：宗辰所集・三井家3。

表紙：原・薄茶色

Y2310－015

［北海道志　22］

（1884年）

242×151ミリ45丁活版
題簸：原・北海道志十五（方簸共
無地
構成＝巻22（政治兵防）

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2310－016

［北海道志　23・24］
（1884年）

242×151ミリ33丁活版
題簸：原・北海道志十六（方簸共）表紙：原・薄茶色

無地
構成：巻23（政治開墾）16、巻24（政治採鉱）18

印記：宗辰所集・三井家3。

表紙：原・薄茶色

Y2310－017

［北海道志　25］

（1884年）

242×152ミリ20丁活版
題簸：原・北海道志十七（方簸共
無地
構成：巻25（政治伐木）

印記：宗辰所集・三井家3。

誌3．地〔184〕

海）12、巻8（地理川沢）6

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2310－006

［北海道志　9・10］
（1884年）

242×152ミリ47丁活版
題簸1原・北海道志六（方簸共）表紙：原・薄茶色無
地
構成：巻9（地理道路）21、巻10（地理名蹟）26

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2310－007

［北海道志　11・12］
（1884年）

242×151ミリ42丁活版
題籏＝原・北海道志七（方簸共）表紙：原・薄茶色無

地
構成＝巻11（風俗土蕃）16、巻12（風俗移住）26

印記1宗辰所集・三井家3。

Y2310－008

［北海道志　13］

（1884年）

242×152ミリ44丁活版
題簸：原・北海道志八（方簸共）表紙：原・薄茶色無
地

構成：巻13（風俗産業上）

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2310－009

［北海道志　14］

（1884年）

242×151ミリ36丁活版
題簸：原・北海道志九（方簸共）表紙：原・薄茶色無

地
構成：巻14（風俗産業下）

印記：宗辰所集・三井家3。

表紙：原・薄茶色無

Y2310－010

［北海道志　15］

（1884年）

242×150ミリ61丁活版
題簸：原・北海道志十（方簸共
地
構成：巻15（風俗人物）

印記1宗辰所集・三井家3。

Y2310－011

［北海道志　16・17］
（1884年）

242×150ミリ36丁活版
題簸：原・北海道志十一（方簸共）表紙：原・薄茶色

無地
構成：巻16（政治松前藩）8、巻17（政治奉行所）28

印記：宗辰所集・三井家3。



〔185〕地　誌　3．地誌！20．東北地方13

表紙：原・薄茶

［北海道志　34］

（1884年）

242×151ミリ37丁活版
題籏：原・北海道志二十四（方簸共

色無地
構成1巻34（物産）
印記1宗辰所集・三井家3。

Y2310－025

［北海道志　35］

明治17（1884）

243×151ミリ22丁活版
題籏：原・北海道志二十五（方籏共）表紙：原・薄茶

色無地
構成＝巻35（雑記）

刊記＝明治十七年二月廿九目出版版権届御用印刷
製紙分社。

印記：宗辰所集・三井家3。

3．地誌！20．東北地方！

XO320－001－01

白川風土記　1
文化年間（内容）（1818）

262×183ミリ13巻13冊16丁写本
題籏：原・白川風土記一表紙：原・群青色布目地に
小菊型押し
構成＝遊紙1、内表紙1、本文13、遊紙1
印記1宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「白風記一」（墨書）。前表紙にrホ印三

百七十七」（貼紙）と「O（朱）ホ印三百七十七／拾三冊」
（下ケ札）

XO320－001－02

白川風土記　2
（1818年）

263×182ミリ61丁写本
題簸＝原・白川風土記二表紙1原・葡萄茶色布目地
に菊唐草と牡丹型押し

構成：内表紙1、本文60
印記1宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「白風記二」（墨書）

XO320－001－03

白川風土記　3
（1818年）

262×183ミリ59丁写本
題簸：原・白川風土記三表紙1原・葡萄茶色布目地
に菊唐草と牡丹型押し

構成：内表紙1、本文58
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「白風記三」（墨書）

XO320－001－04

白川風土記　4
（1818年）

Y2310－018

［北海道志　26］

（1884年）

242×152ミリ69丁活版・銅板
題籏：原・北海道志十八（方籏共）表紙：原・薄茶色

無地
構成＝巻26（政治測量）

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2310－019

［北海道志　27］

（1884年）

242×151ミリ30丁活版
題簸＝原・北海道志十九（方籏共）表紙：原・薄茶色

無地
構成＝巻27（政治学校）

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2310－020

［北海道志　28］

（1884年）

242×151ミリ47丁活版
題籏：原・北海道志二十（方籏共）表紙：原・薄茶色

無地
構成：巻28（政治海運）

印記：宗辰所集・三井家3。

表紙：原・薄茶

Y2310－021

［北海道志　29］

（1884年）

242×150ミリ26丁活版
題簸：原・北海道志二十一（方籏共

色無地
構成：巻29（政治陸運）

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2310－022

［北海道志　30・31］
（1884年）

242×151ミリ25丁活版
題簸：原・北海道志二十二（方籏共）表紙：原・薄茶

色無地
構成：巻30（外事外泊）19、巻31（外事漂流）6

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2310－023

［北海道志　32・33］
（1884年）

242×151ミリ24丁活版
題籏：原・北海道志二十三（方籏共）表紙：原・薄茶

色無地
構成：巻32（外事争闘）20、巻33（外事貿易）4

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2310－024



備考：下小口に「白風記九」（墨書）

XO320－001－10

白川風土記　10
（1818年）

262×183ミリ71丁写本
題籏：原・白川風土記十表紙二原・群青色布目地に
小菊型押し

構成：遊紙1、内表紙1、本文67、遊紙2
印記二宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「白風記十」（墨書）

XO320－001－11

白川風土記　11
（1818年）

263×183ミリ53丁写本
題籏：原・白川風土記十一表紙：原・群青色布目地
に小菊型押し

構成：遊紙1、内表紙1、本文49、遊紙2
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「白風記十一」（墨書）

XO320－001－12

白川風土記　12
（1818年）

263×183ミリ83丁写本
題簸1原・白川風土記十二表紙：原・群青色布目地
に小菊型押し

構成：遊紙1、内表紙1、本文79、遊紙2
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：丁間に切紙1（r岩瀬二階堂…」）あり。下小口に
「白風記十二止」（墨書）

XO320－001－13

白川風土記　13
（1818年）

263×181ミリ55丁写本
題籏：原・白川風土記十三表紙：．原・群青色布目地
に小菊型押し

構成：遊紙1、内表紙1、本文51、遊紙2
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「白風記記」（墨書）

XO320－002

みちのく紀行

237×176ミリ1巻1冊51丁写本
題籏：原・みちのく紀行（打付）表紙：原・栗梅色：布目

地型押し
備考：薄様紙使用。三井ラベル「C180・37」。

Y1320－001－01

長明海道記　上
（1664年）

262×192ミリ2巻2冊34丁整版
題籏：元・長明海道記上表紙：後・藍色無地

〔1861　3．地誌

263×183ミリ70丁写本
題簸：原・白川風土記四表紙：原・群青色布目地に
小菊型押し

構成：遊紙1、内表紙1、本文66、遊紙2
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：丁間に付箋1つあり。下小口に「白風記四」（墨
書）

XO320－001－05

白川風土記　5
（1818年）

262×182ミリ23丁写本
題籏：原・白川風土記五表紙1原・葡萄茶色布目地
に菊唐草と牡丹型押し

構成：遊紙1、内表紙1、本文19、遊紙2
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「白風記五」（墨書）

XO320－001－06

白川風土記　6
（1818年）

263×183ミリ52丁写本
題簸：原・白川風土記六表紙：原・葡萄茶色布目地
に菊唐草と牡丹型押し

構成：遊紙1、内表紙1、本文49、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「白風記六」（墨書）

XO320－001－07

白川風土記　7
（1818年）

263×182ミリ80丁写本
題簸：原・白川風土記七表紙：原・葡萄茶色布目地
に菊唐草と牡丹型押し

構成：遊紙1、内表紙1、本文76、遊紙2
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：下小口にr白風記七」（墨書）

XO320－001－08

白川風土記　8
（1818年）

263×184ミリ70丁写本
題簸1原・白川風土記八表紙：原・群青色布目地に
小菊型押し

構成：遊紙1、内表紙1、本文66、遊紙2
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「白風記八」（墨書）

XO320－001－09

白劃1風土言己9

（1818年）

263×182ミリ81丁写本
題籏：原・白川風土記九表紙：原・群青色布目地に
小菊型押し
構成：遊紙1、内表紙1、本文77、遊紙2
印記：宗辰所集・三井家3。



印記：素履居・中村蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考＝内題はr鴨長明海道記」。前表紙にrホニ百壱」
（貼紙）と「ホニ百壱／二巻」（下ヶ札）。

Y1320－001－02

長明海道記下
寛文4（1664）

263×193ミリ32丁整版
題簸：元・長明海道記下表紙：後・藍色無地
刊記：此海道記始而一覧之時則命書生加校合求得他

本可改而巳慶長三年季秋中洗丹山隠士玄旨在判
寛文四年辛辰暦十一月吉目。
印記：素履居・中村蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：内題はr鴨長明海道記」。

Y1320－002（1）　　　　　　　　　　　　紀行
［東奥紀行］

（1792年）

263×181ミリ2巻2冊（1冊に合綴）26丁整版
題簸：元表紙・［コロ圖豊東奥紀行附北越七奇表
紙＝後・藍色無地、元表紙1覗色無地

構成：序2（寛政三年十一月東都朝請儒員東讃紫邦
彦・水藩南汀鞠方）・東奥紀行24

刊記：赤水先生東奥紀行（内題）、門人長中行訂正標
注（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考1元表紙に「ホニ百廿一」（貼紙）と「ホニ百廿一／一
巻」（下ヶ札）。Y1320－002（2）［北越七奇］も参照。

Y1320－003－01

出羽国風土記　首巻

明治17（1884）

227×149ミリ7巻7冊62丁木活
題籏：原・出羽國風土記首巻表紙：後・肌色・布目地
卍繋ぎ型押し・r明治閣」の文宇型押
構成：題字・題言引4（鹿児島肝付兼武・旭汀書）、序4

（明治十七年十一月横川源蔵・明治十七年冬最上郡新
庄松井秀房）、緒言2、凡例2、目録1、山形・秋田県略

地図3、本文46
刊記：明治十七年十月六目御届同年十二月出版、校
訂秋田県士族狩野徳蔵（羽後国南秋田郡保戸野愛
宕町52番地）、編輯兼出版人山形県平民荒井太四
郎（羽前国南村山郡山形十目町15番地）、印刷所出
羽新聞社（同国同郡山形七目町19番地）。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考1定価：第1回3冊金1円。前表紙に「三百六十八」
（貼紙）と「O（朱）ホ印三百六十八九巻」（下ヶ札）。

後ろ表紙にr出羽国風土記」（下ヶ札）。巻1・2は欠。

Y1320－003－02

出羽国風土記　3
（1884年）

227×152ミリ45丁木活
題簸：原・出羽国風土記巻三表紙：後・肌色・布目地
卍繋ぎに「明治閣」の文字型押し

構成：目録1、本文44
印記：宗辰所集・三井家3。

3．地　誌　3．地誌！20．東北地方！　〔187／

Y1320。003－03

出羽国風土記　4

（1884年）

227×152ミリ47丁木活
題籏：原・出羽国風土記巻四表紙：後・肌色・布目地
卍繋ぎに「明治閣」の文字型押し

構成：目録2、本文45

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1320－003－04

出羽国風土記　5

明治17（1884）

227×152ミリ46丁木活
題簸：原・出羽国風土記巻五表紙：後・肌色・布目地
卍繋ぎに「明治閣」の文字型押し

構成：目録1、本文45

刊記：明治十七年十月六目御届同年十二月。校訂秋
田県士族狩野徳蔵（羽後国南秋田郡保戸野愛宕町
52番地〉、編輯兼出版人山形県平民荒井太四郎
（羽前国南村山郡山形十目町15番地）、印刷所出羽
新聞社（同国同郡山形七目町十九番地）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1320－003－05

出羽国風土記　6

（1884年）

226×154ミリ50丁木活
題籏：原・出羽国風土記巻六表紙：後・肌色・布目地
卍繋ぎに「明治閣」の文字型押し

構成1目録2、本文48
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1320－003－06

出羽国風土記　7

（1884年）

226×152ミリ46丁木活
題籏：原・出羽国風土記巻七表紙：後・肌色・布目地
卍繋ぎに「明治閣」の文宇型押し

構成：目録2、本文44

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1320－003－07

出羽国風土記　8
（1884年）

227×151ミリ42丁木活
題簸1原・出羽国風土記巻八表紙：後・肌色・布目地
卍繋ぎに「明治閣」の文宇型押し

構成：目録2、本文40

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2320－001　　　　　　　　　　　　天皇巡幸

［奥羽御巡幸明細［日］誌　1～10］
明治9（1876）

172×120ミリ10巻10冊（1冊に合綴）182丁活版
題籏：原・奥羽御巡幸明細誌（墨書打付）表紙：後・丁



〔188〕　3．地誌

子色無地
構成：第1号表紙1、本文17、第2号表紙1、本文12、
第3号表紙1、本文18、第4号表紙1、本文19、第5
号表紙1、本文20、第6号表紙、本文16、第7号表紙
1、本文20、第8号表紙1、本文17、第9・10号表紙1、

本文34
刊記：明治九年八月印行、編輯出板大塚禺吉（東京尾
張町二丁目廿五番地寄留）、大坂本町四丁目岡島真
七、東京本町二丁目角柳川梅次郎、同銀坐三丁目山
中北郎、同本石町二丁目角江嶋喜兵衛、同目本橋西
河岸町須原鎮二、同銀坐二丁目六番地青木栄次郎、
同尾張町二丁目廿五番地律書房量坪（第4・5号末）、

明治九年十月印行、編輯出版大塚禺吉（東京鎗屋町
八番地寄留）、大坂本町四丁目岡嶋真七以下は同じ。

備考：定価金6銭（第4・5号末）、金12銭（第9・10号
末）。三井ラベル「B910・4」

Y2320－002－01

［訂正増補　出羽国風土記　1］

明治一

227×149ミリ2巻2冊45丁活版
題籏：後・出羽国風土記巻一表紙：後・肌色・布目地
卍繋ぎに「明治閣」の文字型押し

構成：序（宝暦十二年八月二十四目某）

刊記；進藤重記著。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：Y2320・002・01・・01はY1320－003・01～一〇7出羽

国風土記とは別本。

Y2320－002－02

［訂正増補　出羽国風土記　2］

明治一

227×150ミリ48丁活版
題簸：後・出羽国風土記巻二表紙：後・肌色・布目地
卍繋ぎに「明治閣」の文字型押し

構成：目録1、本文47
刊記：進藤重記著。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：Y2320－002・01－01はY1320・003・01～一〇7出羽

国風土記とは別本。

3．地誌ノ21．青森県／

XO321－001－01　　　　　　　　　　　　津軽家史

東日流大成記　1

（1884年）

234×167ミリ4巻4冊55丁写本
題簸：原・東目流大成記一（打付）表紙：原・浅楯色1

布目地型押し

構成：序2、本文53
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ロ百七十九」（貼紙）と「O（朱）ロ印百

七十九／四冊」（下ヶ札）

XO321－001－02

東日流大成記　2

（1884年）

津軽家史

234×167ミリ46丁写本
題簸：原・東目流大成記二（打付）表紙：原・浅楯色：

布目地型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

XO321－001－03　　　　　　　　　　　津軽家史

東日流大成記　3

（1884年）

235×166ミリ49丁写本
題簸：原・東目流大成記三（打付）表紙：原・浅楯色：

布目地型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

XO321－001－04　　　　　　　　　　　　津軽家史

東日流大成記4
明治17（写）（1884）

237×167ミリ42丁写本
題籏：原・東目流大成記四止（打付）表紙：原・浅楯
色：布目地型押し

刊記：右東日流大成記四冊者借出津軽従四位家蔵本
令写之明治十七年十月十日　司録参軍糞州盧真筆
（書写奥書）。

印記：宗辰所集・三井家3。

XO321－002－01　　　　　　　　　　　　旧藩史

［津軽興業誌　乾］

明治18（序）（1885）

236×163ミリ2巻2冊72丁写本
題籏：後・津軽興業誌乾表紙：後・白色・無地

構成：序2（明治十八年九月藤田貞元）、引用書目3、

本文66、遊紙1
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：三井ラベルrC224・新・1」。後ろ表紙見返しに「下

（カ）八○ニテ昭和五・二・六」（ペン書）

XO321－002－02　　　　　　　　　　　　津軽家史

［津軽興業誌　坤］

（1885年）

237×164ミリ52丁・写本
題簸：後・津軽興業誌坤表紙：後・白色・無地

構成：本文51、遊紙1
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：三井ラベル「C224・1」（欄外「二止」）、昭和6年

11月26目寄託

3．地誌122．岩手県1

×0322－001（1）　　　　　　　　　　陸中・名勝記

［平泉旧蹟志　本編］

（1760年）

277×191ミリ2巻2冊（1冊に合綴）53丁写本
題籏：原・平泉蕾蹟志全表紙：原・丁字引き
印記：桑名・立教館図書館・東方子厚・宗辰所集・三井

家3。
備考1前表紙に「ホ百四拾七」（貼紙）と「第二也ひ壱」
（朱印）、および「O（朱）ホ！百四拾七1一巻」（下ヶ札）



〔189〕地　誌　3．地誌！23．宮城県ノ3

し

構成：題字2、序5（明治戊子一月石井省・明治丁亥四

月森中和）、凡例1、本文33
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：帯（「発行所岩手県盛岡鶴揚社」）共。前表紙
に「ホ四百廿三番」（貼紙）と「O（朱）ホ印四百廿三！壱」

（下ケ札）。

Y2322－001（2）

［平泉志　下］

（1891年）

41丁活版
構成1本文39、賊2（明治十九年一月藤原真藤

Y2322－001（3）

［平泉志　付録］

明治24（再版）（1891）

25丁活版
刊記：明治二十一年十二月目印刷、明治二十一年同
月目出版御届、同二十四年八月目再版、編者岩手県
士族高平真藤（陸中国西磐井郡一ノ村350番戸）、発

行者兼印刷者岩手県平民堀内政葉（陸中国南岩手
郡仁王村31番戸）。

Y2322－002　　　　　　　　　　　　　名勝記、

仙台叢書　平泉旧跡志

明治28（1895）

190×133ミリ1巻1冊124丁活版
題籏：原・仙蔓叢書平泉跡志全表紙：原・薄茶色無
地

構成：本文124P
刊記：明治二十八年十二月十日印刷、明治廿八目十
二月十五日発行、編輯兼発行者伊勢斉助（陸前国仙
台市国分町114番地）、印刷者池田勝四郎（陸前国
仙台市表小路1番地）．、発行所仙台叢書出版協会
（陸前国仙台市国分町114番地）、弘通所伊勢安書
店（陸前国仙台市国分町114番地）、印行所宮城活
版社（陸前国仙台市表小路1番地）。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：袋共。前表紙に「庚十三」（貼紙）と「庚印十三！一

冊」（下ヶ札）。

陸前

3．地誌123．宮城県ノ

XO323－001－01

仙台砂子　1

225×157ミリ2巻2冊71丁写本
題籏：原・仙壷砂子乾表紙：原・刷毛目地に亀甲繋
ぎ型押し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考＝前表紙にrホ三百八十三」（貼紙）とrO（朱）ホ／三
百八十三／　冊」（下ヶ札）

陸前XO323－001－02

仙台砂子2

XO322－001（2）　　　　　　　　　　　　　陸中

［平泉旧蹟志　付録］

宝暦10（賊）（1760）

14丁写本
構成二本文12、賊2（宝暦十年庚辰三月穀旦陸奥州
気仙相原友直）

XO322－002　　　　　　　　　　　　陸中・物産

南部名産控

嘉永3（1850）

240×170ミリ1巻1冊41丁写本
題籏：原・南部名産控（打付）表紙：原・生成無地

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：仮綴じ二つ綴り、包背装。前表紙に「嘉永三年
盛氏」（墨書）。酸性紙の族（破損）に入る。昭和6年11

月26目寄託・三井ラベル「C223・新・1」。

Y1322－001（1）　　　　　　　　　　　　　陸中

［旧跡遺聞　1］

文化4（序）（1807）

269×188ミリ4巻4冊（2冊に合綴）35丁整版
題簸：原・菖蹟遺聞一表紙：後・楯子色：小葵型押し

構成＝遊紙1、序5（文化三年季十一月橘千蔭・文化四
とせやよひはつのなぬか平青海）、凡例2、巻1目録1、

本文26
刊記：三輪秀福・阪牛助丁・梅内祐訓輯録（巻頭）。

印記1宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ印四百十七二冊」（下ヶ札）。

陸中Y1322－001（2）

［旧跡遺聞　2］

14丁整版
構成：目録1、本文13

Y1322－002（1）　　　　　　　　　　　　陸中

［旧跡遺聞　3］

（1807年）

270×188ミリ21丁整版
題簸：原・奮蹟遺聞二表紙：後・楯子色：小葵型押し

構成：目録1、本文20
印記：宗辰所集・三井家3。

陸中Y1322－002（2）

［旧跡遺聞　4］

23丁整版
構成＝巻4目録1、本文20、践2（文化三とせといふとし
霜月黒川感隆）

Y2322－001（1）　　　　　　　　　　名所旧跡

［平泉志　上］

（1891年）

226×153ミリ3巻3冊（1冊に合綴）41丁活版
題簸：原・平泉志附録共完表紙＝原・肌色・つや出



年12月。

Y1323－001　　　　　　　　　　　陸前・名所記

松島図誌

文政3（1820）

225×161ミリ1巻1冊40丁整版
題籏：原・松島図誌表紙1原・黄色：鶴亀丸文型押し

構成：本文39、鼓缶子著述書目1
刊記：文政三年庚辰四月仙台鼓缶子述・東沢図。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホニ百廿九」（貼紙）と「O（朱）ホ！二百

九／一巻」（下ヶ札）

Y2323－001　　　　　　　　　　　　　　藩士

仙台叢書　伊達家世臣伝記
明テ台27（1894）

191×131ミリ1巻1冊184丁活版
題籏：原・仙壷叢書伊達家世傳記全表紙：原・薄茶
色無地
構成：凡例1P、目次12P、本文165P、広告6P
刊記＝明治二十七年五月二十八日印刷、明治二十七
年六月五目発行、編者田辺希文・同相続者田辺希直
（北海道渡島国函館区汐見町23番地寄留）、校正者鈴
木省三（陸前国仙台市本荒町16番地）、発行兼印刷社
伊勢斉助（陸前国仙台市国分町114番地）、発行所仙
台叢書出版協会（陸前国仙台市国分町114番地）、弘
通所伊勢安書店（陸前国分町114番地）、印行所宮城
活版社（陸前国仙台市表小路1番地）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「庚十二」（貼紙）

3．地誌ノ24．秋田県1

×0324－001　　　　　　　　　　　　羽後・歴史

院内銀山記　1
（1826年）

235×178ミリ5巻5冊54丁写本
題籏：原・院内銀山記一表紙：原・薄茶色無地
構成＝遊紙1、目録1、本文52
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：表紙に反古紙を使用。前表紙に「ヌ四十」（貼紙）
と「ヌ印（□に「数」（朱））四十五冊」）。

XO324－002　　　　　　　　　　　　　　羽後

院内銀山記　2
（1826年）

235×180ミリ41丁写本
題籏：原・院内銀山記二表紙：原・薄茶色無地
構成：遊紙1、目録1、本文38、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：表紙に反古紙を使用。

XO324－003　　　　　　　　　　　　　　羽後

院内銀山記　3
（1826年）

236×179ミリ35丁写本
題簸：原・院内銀山記三表紙：原・薄茶色無地

〔190〕　3．地誌

225×152ミリ42丁写本
題籏：原・仙壷砂子坤表紙：原・刷毛目地に亀甲繋
ぎ型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

XO323－002－01

［封内風土記　1～4］

（1893年）

301×205ミリ24巻24冊（5冊に合綴）104丁写本
題籏：なし表紙：原・肌色・つや出し

構成：序1（明和壬辰年正月之望田辺希文）、凡例2、

目録2、巻1本文14、巻2本文31、巻3本文23、巻4
本文31
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：翻刻本と照合したペン書きの符号書き入れあり。

前表紙に「ホ三百九十九」（貼紙）と「O（朱）ホ印／三百
九十九／五冊」（下ヶ札）

XO323－002－02

［封内風土記　5～8］
（1893年）

300×205ミリ119丁写本
題簸：なし表紙：原・肌色・つや出し

構成：巻5本文44、巻6本文21、巻7本文24、巻8本文
30
印記：宗辰所集・三井家3。

備考＝巻7の1丁裏と巻8の13丁裏に貼紙あり。

XO323－002－03

［封内風土記　9・10・12’》14］
（1893年）

302×203ミリ128丁写本
題簸：なし表紙：原・肌色・つや出し

構成：巻9本文18、巻10本文26、巻12本文28、巻
13本文26、巻14本文30
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：巻14の19丁表に貼紙あり。

XO323－002－04

・［封内風土記　15～19］
（1893年）

301×202ミリ117丁写本
題簸：なし表紙：原・肌色・つや出し

構成：巻15本文14、巻16本文16、巻17本文16、巻
18上本文18、巻18下本文27、巻19本文26
印記：宗辰所集・三井家3。

XO323－002－05

［封内風土記　20’》22・付録］

明治26（内容下限）（1893）

303×205ミリ117丁写本
題簸：なし表紙：原・肌色・つや出し

構成：巻20上本文28、巻20下本文35、巻21本文
26、巻22本文23、附録4、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：付録は撰者田辺希文の実歴で、成立は明治26



構成1遊紙1、目録1、本文32、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：表紙に反古紙を使用。

XO324－004　　　　　　　　　　　　　　羽後

院内銀山記4
（1826年）

237×180ミリ26丁写本
題簸：原・院内銀山記四表紙：原・薄茶色無地
構成二遊紙1、本文25

印記二宗辰所集・三井家3。
備考：表紙に反古紙を使用。

XO324－005

院内銀山記　5
文政9（内容下限）（1826）

236×180ミリ73丁写本

羽後

題簸：原・院内銀山記五終表紙：原・薄茶色無地

構成1遊紙1、本文71、遊紙1
印記1宗辰所集・三井家3。
備考：表紙に反古紙を使用。

Y2324－001　　　　　　　　　　　　　名勝記
［秋田男鹿島名勝誌　乾］

（1884年）

232×150ミリ2巻2冊49丁活版
題籏：後・秋田男鹿島名勝誌乾（打付）表紙：後・水
色：格子

構成：序6（明治十七年二月狩野良知・西宮藤長）、引

用書目1、目録2、本文38、戸口反別一覧表2
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ印三百五十七」（貼紙）と「○（朱）ホ

印三百五十七二冊」（下ヶ札）

Y2324－002　　　　　　　　　　　　　名勝記
［秋田男鹿島名勝誌　坤］

明治17（1884）

232×149ミリ44丁活版
題簸：後・秋田男鹿島名勝誌坤（打付）表紙：後・水
色：格子

構成：目録2、本文42

刊記：明治十七年四月目出版届、同十月出版、著者
秋田県士族狩野徳蔵（秋田県南秋田郡保戸野愛宕町
52番地）、出版人秋田県士族黒木誼助（同8番地）、

印刷製本秋田県茶町菊之丁秋田活版社、売弘秋
田県南秋田郡大町二丁目本間金之助・同茶町菊ノ丁
岡田治助・同由利郡本庄中町富田三治郎。
印記：宗辰所集・三井家3。

XO326－001　　　　　　　　　　　　　　岩代
［會津風土記］

寛文11（序）（1671）

282×213ミリ1巻1冊109丁写本
題簸：後・會津風土記全表紙：後・雲中に虫型押し
構成：序10（寛文十一年林恕・寛文六年山崎嘉）、目録

3．地　誌　3．地誌126．福島県／　〔191〕

2、総図2、本文92、蹟3（寛文十一年林恕）

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：後ろ表紙見返し「下京区第十二区竹屋町中尾渓
邨蔵書」（墨書）。前表紙に「ホニ百六十五」（貼紙）と「ホ

印二百六十五／壱冊」（下ヶ札）。明治7年購入。

XO326－002　　　　　　　　　　岩代・村況書上

［奥州伊達信夫郡道中筋御案内］

享和1（1802）

277×197ミリ1巻1冊20丁写本
題簸：剥離表紙：後・薄茶無地

刊記：右見聞候而覚候荒増書調仕候以上、享和元年
酉十一月　奥州伊達郡桑折駅久保や理右衛門。
印記：多計廼舎所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホ三百三十二」（貼紙）、メモrC221」

XO326－003　　　　　　　　　　　　　城主記他

仙道記

天保10（写）（1839）

234×165ミリ1巻1冊27丁写本
題簸：原・仙道記全表紙：原・丁字引き

刊記：天保十己亥年三月下旬二目間写終松井平蔵
書之（印・藤原範斉）。

印記：松井蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考1前表紙に「ホ百八十九」（貼紙）と「O（朱）ホ！百八

十九／一巻」（下ヶ札）、後ろ表紙中央にr仙道記」（下ヶ
札）

XO326－004　　　　　　　　　　　　　会津城記
［みぬよ草］

文政7（写）（1824）

274×188ミリ1巻1冊48丁写本
題簸；原・会津誌抜本全（打付）表紙：原・茶色地に
波（描）

構成：目録1、本文47

刊記：文政七甲申九月廿一目写ぬ不測庵橘延賢。
印記：岡邑蔵書・□□堂収蔵記・宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「みぬよ草」。前表紙に「ホ三百九十六」
（貼紙）と「O（朱）ホ印三百九十六1壱冊」（下ヶ札）。

XO326－005－01　　　　　　　　　　　畠山時代
［松府来歴金花抄　上］

（1872年）

260×180ミリ2巻2冊39丁写本
題簸：原・二本松松府金花紗一表紙：原・薄紫刷毛
目刷り

構成：目録1、本文38
印記：市川氏蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ロ四百六十六」（貼紙）と「○（朱）ロ印

四百六十六／試冊j（下ヶ札）

XO326－005－02

［松府来歴金花抄　下］

明治5（写）（1872）

261×180ミリ40丁写本
題簸：原・二本松松府金花砂二表紙：原・薄紫刷毛



Y2326－001－03

新編会津風土記18’》24
明治26（1893）

235×160ミリ79丁活版・整版
題籏：原・新編會津風土記自巻十八至巻廿四表紙：
原・薄緑色無地

構成：本文70、図9
刊記＝明治二十六年十二月六日印刷、同年十二月十
四目発行、編輯薔會津藩地誌局、発行者福島縣平
民富田治作、印刷社同萬翠堂富田武雄。
印記：宇津木・宗辰所集・三井家3。

備考：図版は整版。定価金45銭。

Y2326－001－04

新編会津風土記25’》34
明治27（1894）

234×162ミリ126丁活版・整版
題籏：原・新編會津風土記自巻二十五至巻三十四表
紙：原・灰緑色無地

構成：本文114、図12
刊記：明治二十七年一月十七日印刷、同年一月廿三
目発行、編輯奮會津藩地誌局、発行者福島縣平民
富田治作、印刷社同萬翠堂富田武雄。
印記：宇津木・宗辰所集・三井家3。

備考：図版は整版。定価金45銭。

Y2326－001－05

新編会津風土記35～47
明治27（1894）

235×160ミリ121丁活版・整版
題籏：原・新編會津風土記自巻三十五至巻四十七表
紙：原・薄緑色無地

構成：本文107、図14
刊記：明治二十七年三月十七目印刷、同年三月二十
三目発行、編輯奮會津藩地誌局、発行者福島縣平
民富田治作、印刷社同萬翠堂富田武雄。
印記：宇津木・宗辰所集・三井家3。

備考：図版は整版。定価金45銭。

Y2326－001－06

新編会津風土記48～53
明享台27（1894）

233×161ミリ92丁活版・整版
題簸：原・新編會津風土記自巻四十八至巻五十三表
紙＝原・灰緑色無地

構成：本文79、図13
刊記：明治二十七年五月四目印刷、同年五月十目発
行、編輯菖會津藩地誌局、発行者福島縣平民富
田治作、印刷社同萬翠堂富田武雄。
印記：宇津木・宗辰所集・三井家3。

備考：図版は整版。定価金45銭。

Y2326－001－07

新編会津風土記54’》61
明治27（1894）

3．地誌〔192〕

目刷り

構成1本文39、追加1
刊記1干時安永三甲午歳春三月二松府隠士楽哉斬霜
壷敬識、干時明治五年午正月市川昌泰写之。
印記：市川氏蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：末尾にr追加二松山境内古碑之事」あり

Y1326－001　　　　　　　　　　　岩代・名勝志

信達勝蹟一斑

享和2（1802）

265×193ミリ1巻1冊6丁整版
題籏：原・信達勝蹟一斑完（打付）表紙：原・生成

構成：序（岡部忠保）1、本文5

刊記：享和武壬戌年三月みちのく桑折駅謙亭蔵板。
印記：本居文庫・三井文庫。

Y1326－002　　　　　　　　　　　　岩代・地形

会津要害録
天保13（写）（1842）

219×150ミリ1巻1冊18丁整版
題籏：原・會津要害録全（打付）表紙：原・肌色無地

構成＝目録2、本文3～18
刊記：天保十三年三月写。

印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「C221・北・10」
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Y2326－001－02

新編会津風土記11～17
明治26（1893）

233×160ミリ90丁活版・整版
題簸：原・新編會津風土記自巻十一至巻十七表紙：
原・薄緑色無地

構成：本文84、図6
刊記：明治二十六年十一月七三目印刷、同年十一月
廿目発行、編輯奮會津藩地誌局、発行者福島縣平
民富田治作、印刷社同萬翠堂富田武雄。
印記：宇津木・宗辰所集・三井家3。

備考：図版は整版。定価金45銭。



〔193〕3．地誌3．地誌／26．福島県1

行、編輯奮會津藩地誌局、発行者福島縣平民富
田治作、印刷社同萬翠堂富田武雄。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：図版は整版。定価金45銭。

Y2326－002－01

［訂正増補信達二郡村誌　首1］
（1900年）

199×139ミリ24巻24冊（26冊に分冊）42丁活版
題簸：原・正訂補増信達二郡誌単表紙：原・青紫色：

無地
構成：題字1（板倉勝達）、序4（明治33年5月菊田和
平・木口弘、同年7月佐澤広脾）、信達歌5、信達歌考

証15、緒言1、目次1、図1、本文15
刊記：（福島縣御用係）中川英右稿、佐澤広腓増訂、香
雪精舎蔵（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にrホ五百　」（貼紙）とrO（朱）ホ印五百

　／廿六冊」（下ヶ札）

Y2326－002－02

［訂正増補信達二郡村誌　首2］
（1900年）

198×138ミリ52丁活版
題籏：原・訂正増補信達二郡村誌単之下表紙：原
緑色：

構成：題字2（立花種恭・石幡貞）、図1、本文49

刊記：福島縣伊達郡各村役場調、佐澤広腓訂校。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：乱丁あり

Y2326－002－03

訂正増補信達二郡村誌　1

（1900年）

200×139ミリ55丁活版
題籏：原・訂正増補信達二郡村誌巻之一表紙：原・
青紫色：無地

構成：雑誌ほか4、凡例1、目次1、本文49
刊記：（福島縣御用係）中川英右稿、佐澤広脾増訂、香
雪精舎蔵（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－04

訂正増補信達二郡村誌　2

明治33（1900）

199×140ミリ52丁活版
題簸：原・訂正増補信達二郡村誌巻之二表紙：原・
青紫色：無地

構成：本文51、広告1

刊記1明治光参年印刷・発行、編集者中川永右、発行

兼訂校人佐澤広腓、印刷人小国善右衛門、発行所香
雪精舎、印刷所玉田活版所。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－05

訂正増補信達二郡村誌　3

234×161ミリ95丁活版・整版
題簸：原・新編會津風土記自巻五十四至巻六十一表
紙：原・薄緑色無地

構成＝本文86、図9
刊記：明治二十七年六月十五目印刷、同年六月廿二
目発行、編輯奮會津藩地誌局、発行者福島縣平民
富田治作、印刷社同萬翠堂富田武雄。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考＝図版は整版。定価金45銭。

Y2326－001－08

新編会津風土記62～68
明治27（1894）

234×161ミリ91丁活版・整版
題籏：原・新編會津風土記自巻六十二至巻六十八表
紙：原・灰緑色無地

構成：本文81、図10
刊記：明治二十七年八月六目印刷、同年八月十二目

発行、編輯薔會津藩地誌局、発行者福島縣平民
富田治作、印刷社同萬翠堂富田武雄。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：図版は整版。定価金45銭。

Y2326。001－09

新編会津風土記69’》79
明治27（1894）

235×160ミリ120丁活版・整版
題籏：原・新編會津風土記自巻六十九至巻七十九表
紙：原・青墨色無地

構成：本文107、図13

刊記＝明治二十七年十月廿九日印刷、同年十一月八
目発行、編輯薔會津藩地誌局、発行者福島縣平民
富田治作、印刷社同萬翠堂富田武雄。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：図版は整版。定価金45銭。

Y2326－001－10

新編会津風土記80～89
明治28（1895）

233×161ミリ107丁活版・整版
題籏：原・新編會津風土記自巻八十至巻八十九表
紙1原・灰緑色無地
構成：本文96、図11
刊記：明治二十八年一月九目印刷、同年一月十五目
発行、編輯奮會津藩地誌局、発行者福島縣平民
富田治作、印刷社同萬翠堂富田武雄。
印記1宇津木・宗辰所集・三井家3。

備考：図版は整版。定価金45銭。

Y2326－001－11

［新編会津風土記90～98・外編］
明治28（1895）

234×160ミリ120丁活版・整版
題簸：原・新編會津風土記自巻九十至巻九十八表
紙1原・灰緑色無地
構成：本文112、図8
刊記：明治廿八年六月廿七目印刷、同年七月五目発



［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広絆増訂（巻

宗辰所集・三井家3。
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Y2326－002－11

訂正増補信達二郡村誌　9
（1900年）

199×138ミリ50丁活版
題簸：原・訂正増補信達二郡村誌巻之九表紙：原・
青紫色：無地

構成＝小午田山八幡図ほか3、本文47
刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広脾増訂（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－12

［訂正増補信達二郡村誌　10上］
（1900年）

200×138ミリ53丁活版
題簸：原・訂正増補信達二郡村誌巻之十表紙：原・
緑色：

刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広絆増訂（巻
頭）。

印記＝宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－13

訂正増補信達二郡村誌　10下
（1900年）

198×138ミリ58丁活版
題簸：原・訂正増補信達二郡村誌巻之十下表紙：
原・緑色：

刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広絆増訂（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－14

訂正増補信達二郡村誌　11
（1900年）

199×139ミリ47丁活版
題簸：原・訂正増補信達二郡村誌巻之十一表紙：
原・青紫色：無地

構成：目録1、図3、本文43
刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広腓増訂（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－15

訂正増補信達二郡村誌　12
（1900年）

199×139ミリ47丁活版
題籏：原・訂正増補信達二郡村誌巻之十二表紙：
原・青紫色：無地

構成：図1、本文46
刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広脾増訂（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

3．地誌〔194〕

明治33（1900）

200×139ミリ50丁活版
題籏：原・正訂補増信達二郡村誌巻之三表紙：原・
青紫色：無地

刊記：明治光参年印刷・発行、編集者中川永右、発行
及訂校人佐澤広絆、印刷人小国善右衛門、発行所香
雪精舎、印刷所玉田活版所。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－06

訂正増補信達二郡村誌　4
（1900年）

199×140ミリ50丁活版
題籏：原・正訂補増信達二郡村誌巻之四　表紙：原・
青紫色：無地

刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広脾増訂（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：乱丁あり

Y2326－002－07

訂正増補信達二郡村誌　5
（1900年）

199×139ミリ50丁活版
題籏：原・訂正増補信達二郡村誌巻之五表紙：原・
青紫色：無地

刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広腓増訂（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

126－002－08

三増補信達二郡村誌　6
00年）

×139ミリ51丁活版
と原・訂正増補信達二郡村誌巻之六表紙：原・
き色：無地

三：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広脾増訂（巻

2326－002－09

「正増補信達二郡村誌　7『

1900年）

99×139ミリ48丁活版
1簸：原・訂正増補信達二郡村誌巻之七表紙：原・
F紫色：無地

1記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広絆増訂（巻

Y2326－002－10

訂正増補信達二郡村誌　8
（1900年）

199×139ミリ50丁活版
題簸：原・訂正増補信達二郡村誌巻之八表紙：原
青紫色：無地



〔195〕3。地誌3．地誌！26、福島県！

（1901年）

200×139ミリ33丁活版
題籏：原・訂正増補信達二郡村誌巻之十八表紙：
原・緑色：

刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広脾増訂（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－22

訂正増補信達二郡村誌　19
（1901年）

199×139ミリ47丁活版
題簸：原・訂正増補信達二郡村誌巻之十九表紙：
原・緑色：

刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広脾増訂（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－23

訂正増補信達二郡村誌　20
（1901年）

200×139ミリ53丁活版
題簸＝原・訂正増補信達二郡村誌巻之二十表紙：
原・緑色＝

刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広脾増訂（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－24

訂正増補信達二郡村誌　21
（1901年）

199×139ミリ50丁活版
題籏：原・訂正増補信達二郡村誌巻之廿一表紙：
原・緑色：

刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広脾増訂（巻
頭）。

印記＝宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－25

訂正増補信達二郡村誌　22
（1901年）

200×138ミリ50丁活版
題籏：原・訂正増補信達二郡村誌巻之廿二表紙：
原・緑色：

刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広腓増訂（巻
頭）。

印記1宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－26

訂正増補信達二郡村誌　23
（1901年）

198×139ミリ57丁活版
題簸：原・訂正増補信達二郡村誌巻之廿三表紙：
原・緑色：

刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広絆増訂（巻
頭）。

Y2326－002－16

訂正増補信達二郡村誌　13
（1900年）

200×139ミリ55丁活版
題簸：原・訂正増補信達二郡村誌巻之十三表紙：
原・青紫色：無地

構成＝図3、本文52
刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広腓増訂（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2326－002。17

訂正増補信達二郡村誌　14
（1900年）

199×139ミリ49丁活版
題簸：原・訂正増補信達二郡村誌巻之十四表紙：
原・青紫色：無地

刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広腓増訂（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：乱丁あり

Y2326－002－18

訂正増補信達二郡村誌　15
明治34（1901）

199×140ミリ50丁活版
題簸：原・訂正増補信達二郡村誌巻之十五表紙＝
原・緑色：

構成：肖像2、本文48

刊記：明治壬丑六月（肖像編者識）、［福島縣御用係］
中川英右稿、佐澤広脾増訂（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－19

訂正増補信達二郡村誌　16
（1901年）

199×139ミリ45丁活版
題籏＝原・訂正増補信達二郡村誌巻之十六表紙：
原・緑色：

刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広腓増訂（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－20

訂正増補信達二郡村誌　17
（1901年）

199×139ミリ53丁活版
題簸：原・訂正増補信達二郡村誌巻之十七表紙：
原・緑色：

刊記：［福島縣御用係］中川英右稿、佐澤広絆増訂（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2326－002－21

訂正増補信達二郡村誌　18



264×189ミリ31丁整版
題簸：原・上野名跡志三編六表紙：原・秘色卍繋ぎ型

押し

刊記：上毛富田永世輯録。
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1330－001－07　　　　　　　　　　上野・下野

［上野名跡志　7］

（1853年）

265×189ミリ32丁整版
題簸：原・上野名跡志三編七表紙1原・秘色卍繋ぎ型

押し

刊記：上毛富田永世輯録。
印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1330－002－01

利根川図志　1
安政2（序）（1855）

257×180ミリ6巻6冊30丁整版
題籏：元・利根川圖志一表紙：後・横刷毛目
構成：序5（宗像の神に仕へまつる神主安藝守従五位
下香取正文・安政二年乙卯季春赤松義知）、凡例2、

総図7、巻1本文16
印記：中橋本幸・宗辰所集・三井家3。

備考＝前表紙にrホ印八十三（以下破れ）」（下ヶ札）

Y1330－002－02

利根川図志　2
（1855年）

257×181ミリ40丁整版
題簸：元・利根川圖志二表紙：後・横刷毛目
印記：中橋本幸・宗辰所集・三井家3。

Y1330－002－03

利根川図志　3
（1855年）

257×180ミリ39丁整版
題籏：元・利根川圖志三表紙：後・横刷毛目
印記：中橋本幸・宗辰所集・三井家3。

Y1330－002－04

利根川図志　4
（1855年）

257×181ミリ40丁整版
題簸：元・利根川圖志四表紙：後・横刷毛目
印記＝中橋本幸・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙見返しに朱書

Y1330－002－05

利根川図志　5
（1855年）

257×181ミリ37丁整版
題簸：元・利根川圖志五表紙二後・横刷毛目
印記：中橋本幸・宗辰所集・三井家3。

3．地誌〔196〕

印記1宗辰所集・三井家3。

3．地誌！30．関東地方！

Y1330－001－01　　　　　　　　　　　上野・下野

［上野名跡志　1］
嘉永6（序）（1853）

265×189ミリ7巻7冊31丁整版
題簸：原・上野名跡志初編一表紙：原・秘色卍繋ぎ型

押し

構成：題字（嘉永癸丑藤原供愛）・序4、凡例4、引書目

録3、目録6、本文14
刊記：上毛富田永世輯録。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にrホ百五」（貼紙）とrO（朱）ホ印百五／七

巻」（下ヶ札）

Y1330。001－02　　　　　　　　　　　上野・下野

［上野名跡志　2］

（1853年）

265×190ミリ33丁整版
題簸：原・上野名跡志初編二表紙：原・秘色卍繋ぎ型

押し

刊記：上毛富田永世輯録。
印記1宗辰所集・三井家3。

Y1330－001－03　　　　　　　　　　　上野・下野

［上野名跡志　3］

（1853年）

265×189ミリ48丁整版』
題簸二原・上野名跡志初編三表紙：原・秘色卍繋ぎ型

押し

刊記：上毛富田永世輯録。
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1330－001－04　　　　　　　　　　上野・下野

［上野名跡志　4］

（1853年）

264×189ミリ30丁整版
題簸：原・上野名跡志二編四表紙：原・秘色卍繋ぎ型

押し

刊記：上毛富田永世輯録。
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1330－001－05　　　　　　　　　　上野・下野

［上野名跡志　5］

（1853年）

264×189ミリ30丁整版
題簸：原・上野名跡志二編五表紙：原・秘色卍繋ぎ型

押し

刊記：上毛富田永世輯録。
印記：宗辰所集・三井家3。

上野・下野Y1330－001－06

［上野名跡志　6］

（1853年）



3，地　誌　3。地誌131．茨城県／　〔197〕

279×198ミリ76丁写本
題籏：原・常陸國誌勇下表紙：原・茶色無地
刊記；右（武田）信吉・（水戸世子）綱方二君墓二件於彰

考館御本常陸国誌但右御本常陸国誌為強冊一冊、見
綱方墓一件頼房卿墓次可記加合叙本書之通之信吉公
頼房公墓部上右信吉・綱方之二件別紙書押之有因写
之此書末記之畢。

印記1宗辰所集・三井家3。

備考1内題はr古今類聚常陸國誌」。前表紙にrホ百五
拾八」（貼紙）とrホ印○（朱）百五拾八／三巻」（下ヶ札〉

XO331－003－01　　　　　　　　　　　　下総

古河志　1
文政13（序）（1830）

263×185ミリ10巻10冊25丁写本
題簸：原・古河志一表紙：原・柿色1無地
構成：序1（文政十三年秋鷹見忠常識）、目録1、本文
23
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：間紙に酸性紙を使用。前表紙にrホ三百四十七」
（貼紙〉と「ホ印三百四十七／十冊」（下ヶ札）

下総XO331－003－02

古河志　2
（1830）

265×185ミリ24丁写本
題籏：原・古河志二表紙：原・柿色：無地

印記：宗辰所集・三井家3。

下総XO331－003－03

古河志　3
（1830）

264×185ミリ20丁写本
題簸：原・古河志三表紙：原・柿色：無地
印記：宗辰所集・三井家3。

下総XO331－003－04

古河志　4
（1830）

264×185ミリ15丁写本
題籏：原・古河志四表紙：原・柿色：無地
印記：宗辰所集・三井家3。

下総XO331－003－05

古河志　5
（1830）

265×185ミリ18丁写本
題籏＝原・古河志五表紙：原・柿色：無地

構成：下巻目録3、本文15
印記：宗辰所集・三井家3。

下総XO331－003－06

古河志　6
（1830）

265×186ミリ17丁写本
題簸：原・古河志六表紙：原・柿色：無地

Y1330－002－06

利根川図志　6
（1855年）

259×181ミリ42丁整版
題簸：元・利根川圖志六終表紙：後・横刷毛目
刊記：下総布川赤松宗且義知著（巻頭）。
印記：中橋本幸・宗辰所集・三井家3。

常陸

3．地誌／31．茨城県！

XO331－001－01

［桃源遺事　上］

326×166ミリ2巻2冊（3冊に分冊）59丁写本
題簸：原・桃源遺事天（打付）表紙：原・浅楯子色無

地

構成：序3（宮田清貞）、本文56

常陸XO331－001－02

［桃源遺事　下］

236×166ミリ73丁写本
題簸：原・桃源遺事地（打付）表紙：原・浅楯子色無
地

常陸XO331－001－03

［桃源遺事　付録］

236×166ミリ58丁写本
題簸1原・桃源遺事人（打付）表紙：原・浅楯子色無
地

XO331－002－01　　　　　　　　　　　常陸・藩撰

常陸国誌　上

寛永年中（論例）（1644）

278×196ミリ3巻3冊57丁写本
題簸：原・常陸國誌智上表紙二原・茶色無地
構成：論例2、本文55

刊記：寛永年中水戸ノ黄門頼房承台命、命家臣望月恒
隆撰（論例）。

印記：輔民西富好楽乃応師天・□鳳堂図書記・宗辰所
集・三井家3。
備考：内題は「古今類聚常陸國誌」。

XO331－002－02　　　　　　　　　　常陸・藩撰

常陸国誌　中

（1644年）

280×198ミリ70丁写本
題簸：原・常陸國誌仁中表紙二原・茶色無地
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「古今類聚常陸國誌」。

常陸・藩撰XO331－002－03

常陸国誌　下

（1644年）



3］［常陸事跡考

234×157ミリ15丁稿本
題籏：後・常陸事跡考三表紙1後・深緑色：布目型押
し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：罫紙（「番外誌料用紙」）を使用。酸性紙の間紙あ
り。

XO331－004－04

［常陸事跡考　4］

234×157ミリ24丁稿本
題簸：後・常陸事跡考四表紙1後・深緑色：布目型押
し

印記：駕龍閣章・宗辰所集・三井家3。

備考：罫紙（r草稿用内務省」）を使用。酸性紙の間紙
あり。

XO331－004－05

［常陸事跡考　5］

234×156ミリ25丁稿本
題簸：後・常陸事跡考五表紙：後・深緑色：布目型押
し

構成：遊紙1、本文24
印記＝駕龍閣章・宗辰所集・三井家3。

備考：罫紙（r駕籠閣」r古跡」r茨城県行方郡戸長役
場」）を使用。酸性紙の間紙あり。

XO331－004－06

［常陸事跡考　6］

234×157ミリ28丁稿本
題簸：後・常陸事跡考六表紙：後・深緑色：布目型押
し

印記1宗辰所集・三井家3。
備考：罫紙（「番外誌料用紙」）を使用。酸性紙の間紙あ
り。

XO331－004－07

［常陸事跡考　7］

234×157ミリ16丁稿本
題簸：後・常陸事跡考七表紙：後・深緑色：布目型押
し

構成＝遊紙1、本文15
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：罫紙（「番外誌料用紙」）を使用。酸性紙の間紙あ
り。

XO331－004－08

［常陸事跡考　8］

234×156ミリ27丁稿本
題籏：後・常陸事跡考八止表紙：後・深緑色：布目型

誌3．地〔198〕

印記1宗辰所集・三井家3。

下総XO331－003－07

古河志　7
（1830）

266×186ミリ17丁写本
題籏：原・古河志七表紙：原・柿色1無地
印記：宗辰所集・三井家3。

下総XO331－003－08

古河志　8
（1830）

266×186ミリ17丁写本
題簸：原・古河志八表紙：原・柿色：無地

印記：宗辰所集・三井家3。

下総XO331－003－09

古河志　9
（1830）

265×186ミリ24丁写本
題簸：原・古河志九表紙二原・柿色：無地

印記：宗辰所集・三井家3。

下総XO331－003－10

古河志　10
（1830）

266×186ミリ24丁写本
題簸：原・古河志十止表紙：原・柿色＝無地

印記：宗辰所集・三井家3。

1］

XO331－004－01

［常陸事跡考

234×157ミリ8巻8冊21丁稿本
題籏：後・常陸事跡考一表紙：後・深緑色：布目型押
し

構成：遊紙1、本文20
印記：宗辰所集・三井家3。
備考1罫紙（「古墳」「草稿用内務省」）を使用。酸性紙

の間紙あり。前表紙にrホ　百四拾」（貼紙）とrホ印　

百四拾八冊」（下ヶ札）。

XO331－004－02

［常陸事跡考　2］

234×157ミリ33丁稿本
題籏：後・常陸事跡考二表紙：後・深緑色：布目型押

し

構成1内表紙1、本文32
印記1駕龍閣章・宗辰所集・三井家3。

備考：内表紙にr行方郡古跡…」（墨書〉。罫紙（r古
跡」「古墳」「草稿用内務省」「名勝」「茨城県東茨城郡

戸長役場」）を使用。酸性紙の間紙あり。

XO331－004－03



〔199〕3。地誌！31，茨城県／誌地3

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：首書あり。

Y1331－002－04　　　　　　　　　　常陸・紀行
［常陸紀行　坤下］

（1826年）

251×177ミリ31丁整版
題簸1後・常陸紀行四表紙：後・丁子引き
刊記：三都発行書騨江戸目本橋通萱町目　須原屋茂
兵衛・同目本橋通　町目　山城屋佐兵衛・同須原屋
新兵衛・同芝神明前和泉屋吉兵衛・同岡田屋嘉七・
同両国横山町和泉屋金右衛門・同浅草茅町戴町目
須原屋伊八・京都寺町通松原勝村次右衛門・同三條
通寺町丸屋善兵衛・大坂心斎橋通安堂寺町秋田屋
太右衛門。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：首書あり。

Y1331－003－01　　　　　　　　　　　　　常陸

東国名所図会　鹿島記上
（1833年）

254×177ミリ3巻3冊28丁整版
題籏：原・東國名所圖會鹿島記上表紙：原・秘色丁
子引霞に富士山・波と小舟・橋型押し

構成：序7（文政六年成島司直・同斎主人源與清・大宮
司中臣鹿島連則1慶）、目録3、凡例1、本文6～21
刊記：北条時隣著・撮都書雛文金堂発行（封面）。

印記：上がり藤に木、宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙見返しにラベル跡

Y1331－003－02　　　　　　　　　　　　　常陸

東国名所図会　鹿島記中
（1833年）

254×177ミリ18丁整版
題簸：原・東國名所圖會鹿島記中表紙：原・秘色丁
子引霞に富士山・波と小舟・橋型押し

印記：上がり藤に木、宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙見返しにラベルr丙三百六號□［コ（抹
消）氏蔵書明治〔コ年十二月求」

Y1331－003－03　　　　　　　　　　　　　常陸

東国名所図会　鹿島記下

天保4（1833）

254×177ミリ39丁整版
題簸：原・東國名所圖會鹿島記下表紙：原・秘色丁
子引霞に富士山・波と小舟・橋型押し

構成：本文37、名所記総目録2

刊記：天保四年癸巳初冬書蝉東都須原屋茂兵衛・浪華
河内屋太助。

印記：上がり藤に木、宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙見返しにラベルr丙三百七號□［コ氏蔵
書（抹消）明治廿三年年十二月求」

常陸Y1331－004

常陸誌料　関城繹史

万延1（1860）

押し

構成：遊紙1、本文26

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：最終丁に「駕籠閣蔵書」（墨書・印）。罫紙（「駕籠

閣」r茨城県鹿島く嶋＞郡戸長役場j　r茨城県行方郡戸
長役場」r番外誌料用紙」）を使用。酸性紙の間紙あり。

Y1331－001－01　　　　　　　　　　　　　常陸
［鹿島名所図絵　上］

（1824年）

257×181ミリ2巻2冊46丁整版
題簸：原・鹿島名所圖給鹿表紙：原・秘色無地
構成：序7（文政癸未季秋侍講成島司直撰・同九月壬
午東都知非斉主人源與清・大宮司中臣鹿島連則現）、
目録・凡例4、本文35

刊記：北条時隣著・東都書雛千鍾房発行（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙「ホ四十五」（貼紙）と「O（朱）ホ四十五／二

巻」（下ヶ札）

Y1331－001－02　　　　　　　　　　　　　常陸
［鹿島名所図絵　下］

文政7（1824）

257×181ミリ37丁整版
題簸：原・鹿島名所圖繕島表紙：原・秘色無地
刊記：文政七甲申晩春書林京都勝村治右衛門・摂都
秋田屋太右衛門・東都須原屋茂兵衛。

印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1331－002－01　　　　　　　　　　常陸・紀行
［常陸紀行　乾上］

文政9（序）（1826）

250×176ミリ2巻2冊（4冊に分冊）23丁整版
題籏：後・常陸紀行一表紙＝後・丁子引き
構成：題言2（文政九年丙戊春如月洗心山人）、乾巻本

文21
刊記：黒崎先生著、浪華書林宋栄堂板（封面）、洗心山
人黒崎貞孝至純撰（巻頭）。

印記1宗辰所集・三井家3。
備考：首書がある。前表紙に「ホ九十三」（貼紙）と「ホ印

九十三／四冊」（下ヶ札）。

Y1331－002－02　　　　　　　　　　常陸・紀行
［常陸紀行　乾下］

（1826年）

251×176ミリ23丁整版
題籏：後・常陸紀行二表紙：後・丁子引き
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：首書あり。

Y1331－002－03　　　　　　　　　　常陸・紀行
［常陸紀行　坤上］

（1826年）

251×176ミリ23丁整版
題簸：後・常陸紀行三表紙1後・丁子引き
構成：坤巻本文23



〔200〕 3．地誌

157×180ミリ1巻1冊58丁整版
題簸：原・常陸誌料關城繹史全表紙：原・水色：布
目地型押し

構成：序2（嘉永四年正月編者）、引用書目3、本文53
刊記：万延元年七月新錨、三香社蔵梓（封面）。

印記1宗辰所集・三井家3。

備考：水戸宮本元球仲笏編輯。

Y1331－005－01　　　　　　　　　　　　常陸

［常陸誌料　郡郷考　1～4】

万延1（1860）
257×179ミリ13巻13冊（3冊に合綴）60丁整版
題簸：原・常陸誌料郡郷考上表紙：原・水色：布目
地型押し

構成1常陸誌料目録1、郡郷考題言3、目録1、巻1本
文20、巻2本文17、巻3本文8、巻4本文10
刊記：万延元年七月新鏑、三香社蔵梓（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：水戸宮本元球仲笏編輯。前表紙rホニ百琳五」
（貼紙）とrホO（朱）二百光五1四巻」（下ヶ札）。

Y1331－005－02　　　　　　　　　　　　　常陸

［常陸誌料　郡郷考　5～8］

（1860年）

258×180ミリ36丁整版
題籏：原・常陸誌料郡郷考中表紙：原・水色：布目
地型押し

構成＝巻5本文5、巻6本文11、巻7本文15、巻8本

文16
印記二宗辰所集・三井家3。

備考：水戸宮本元球仲笏編輯

Y1331－005－03　　　　　　　　　　　　常陸

［常陸誌料　郡郷考　9～12・追補］
（1860年）

259×180ミリ57丁整版
題簸：原・常陸誌料郡郷考下表紙：原・水色：布目
地型押し

構成：巻9本文11、巻10本文19、巻11本文17、巻
12本文8、追補2
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：水戸宮本元球仲笏編輯

Y1331－006－01

茨城常磐公園撹勝図誌　乾

（1885年）

232×148ミリ2巻2冊46丁整版
題簸：原・茨城常磐公園撹勝圖誌表紙：原・薄茶色：

無地
構成；序2（明治18年仲秋手塚憲進）、例言1、本文43
印記：責敬堂・建設大法理順人情・宗辰所集・三井家
8。

Y1331－006－02

［茨城常磐公園撹勝図誌　坤］

明治18（1885）

233×148ミリ57丁整版
題籏：後・茨城常磐公園撹勝圖誌（墨書）表紙：原・薄

茶色：無地

刊記：編輯松平俊雄号雪江・蓬斉、茨城縣下常陸国東

茨城郡水戸上市奈良家街住、画図同人、版権届明治
十八年十一月七目、刻成明治十八年十二月。
印記：責敬堂・宗辰所集・三井家8。

備考：定価金60銭

3．地誌132．栃木県！

XO332－001　　　　　　　　　　　　　下野
日光縁起

延宝7（内容下限）（1679）

242×173ミリ1巻1冊50丁写本
題簸：原・目光縁［］表紙：原・渋引き

構成：目録2、本文43、考証5
印記：□見文庫く消印＞、宗辰所集・三井家3。

備考：表紙に反古紙を使用。前表紙に「ホ三百三十一」
（貼紙）と「ホ三百光一1一巻」（下ヶ札）

XO332－002－01　　　　　　　　　　下野・軍記

［那須拾遺物語　1］

享保18（序）（1733）

266×185ミリ5巻5冊（4冊に合綴）32丁写本
題簸：後・那須拾遺物語一表紙＝後・藍色無地

構成：序2（享保十八癸丑仲冬野州那須郡湯津上邑
木曽武元）、目録1、本文29
刊記：木曽武元撰（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にrロ三百八十一」（貼紙）とrロ印三百八
十一／四冊」（下ヶ札）

XO332－002－02（1）

［那須拾遺物語　2］

（1733年）

267×185ミリ30丁写本
題簸：後・那須拾遺物語二
印記＝宗辰所集・三井家3。

XO332－002－02（2）

［那須拾遺物語　3］

（1733年）

19丁写本
構成：目録1、本文18

下野・軍記

表紙：後・藍色無地

下野・軍記

XO332－002－03　　　　　　　　　　下野・軍記

［那須拾遺物語　4］

（1733年）

266×185ミリ33丁写本
題簸：後・那須拾遺物語三表紙：後・藍色無地

構成：目録1、本文32
印記：宗辰所集・三井家3。

XO332－002－04 下野・軍記


