
［那須拾遺物語　5］

（1733年）

266×185ミリ28丁写本
題籏：後・那須拾遺物語四表紙：後・藍色無地

構成1目録1、本文27
印記：宗辰所集・三井家3。

XO332－003－01　　　　　　　　　　　　下野

［宇都宮志料　1］

寛政9（内容下限）（1797）

272×193ミリ10巻10冊29丁写本
題籏：後・宇都宮志料壱（打付）表紙：後・鴬色無地

構成：内表紙1、目録1、本文27
印記1宗辰所集・三井家3。
備考：表紙・巻頭に「作者小島竹堂（印）」前表紙にrル

四百五十」（貼紙）。

XO332－003－02　　　　　　　　　　　　下野
［宇都宮志料　2］

（1797年）

272×193ミリ29丁写本
題籏：後・宇都宮志料弐（打付）表紙：後・鴬色無地

構成：内表紙1、目録1、本文27
刊記：下野庵宮住翁遺稿、海老里漁隠補訂（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：表紙・巻頭に「作者小島竹堂（印）」

XO332－003－03　　　　　　　　　　　　下野
［宇都宮志料　3］

（1797年）

272×194ミリ29丁写本
題籏：後・宇都宮志料参（打付）表紙：後・鴬色無地

構成1内表紙1、目録3、本文25
刊記：下野庵宮住翁遺稿、海老嬰漁隠補訂（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：表紙・巻頭にr作者小島竹堂（印）」

XO332－003－04　　　　　　　　　　　　下野
［宇都宮志料　4］

（1797年）

272×193ミリ38丁写本
題簸：後・宇都宮志料四（打付）表紙：後・鴬色無地

構成：内表紙1、目録3、本文34
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：表紙・巻頭に「作者小島竹堂（印）」

XO332－003－05　　　　　　　　　　　　　下野

［宇都宮志料　5］

（1797年）

272×194ミリ36丁写本
題簸：後・宇都宮志料五（打付）表紙：後・鴬色無地

構成：内表紙1、目録2、本文33
刊記：海老嬰漁隠編述（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内表紙にr宇都宮史料拾遺五」とあり。表紙・巻頭
に「作者小島竹堂（印）」
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XO332－003－06　　　　　　　　　　　　下野

［宇都宮志料　6］

（1797年）

272×196ミリ30丁写本
題籏：後・宇都宮志料六（打付）表紙：後・鴬色無地

構成：内表紙1、目録2、本文27
刊記：下野庵宮住翁遺稿、海老嬰漁隠補訂（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：表紙・巻頭に「作者小島竹堂（印）」

XO332－003－07　　　　　　　　　　　　下野
［宇都宮志料　7］

（1797年）

272×194ミリ39丁写本
題簸1後・宇都宮志料七（打付）表紙：後・鴬色無地

構成：内表紙1、目録1、本文37
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：本文7・8丁丁間に「小島竹堂用紙明治三十年
月目」1枚あり。表紙・巻頭に「作者小島竹堂（印）」

XO332－003－08　　　　　　　　　　　　下野
［宇都宮志料　8］

（1797年）

272×193ミリ45丁写本
題簸：後・宇都宮志料八（打付）表紙：後・鴬色無地

構成1内表紙1、本文44
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：表紙・巻頭に「作者小島竹堂（印）」

XO332－003－09　　　　　　　　　　　　下野
［宇都宮志料　9］

（1797年）

271×193ミリ38丁写本
題籏二後・宇都宮志料九（打付）表紙1後・鴬色無地

構成：内表紙1、目録1、本文36
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：表紙・巻頭にr作者小島竹堂（印）」

XO332－003－10　　　　　　　　　　　　下野
［宇都宮志料　10］

（1797年）

271×194ミリ38丁写本
題籏：後・宇都宮志料拾（打付）表紙：後・鴬色無地

構成：内表紙1、目録1、本文36
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：表紙・巻頭に「作者小島竹堂（印）」

XO332－004－01　　　　　　　　　　　　下野
［新撰　下野風土記　春］

天保5（序）（1834）

266×191ミリ3巻3冊（4冊に分冊）63丁写本
題簸＝後・新撰下野風土記春表紙：後・絹鴬色
構成：序3（天五甲午歳春二月穀旦　目本皇都春斎源
美行）、目録1，引用書目2、凡例2、国造系譜伝12、足
利郡目録2、本文14、遊紙1、簗田郡目録1、本文7、



刊記：官許植田孟縄編輯、東都書林八譜社同梓（封
面）。

印記：本居文庫。

備考：前表紙に「八恵」（墨書）、後ろ表紙見返しに「五

巻内林泉房実雄く花押＞所蔵」（墨書）。後ろ表紙
見返しの間に切紙1（「目光山志五冊小川多左衛門此
代金壱歩ト三百文銀二而二十一匁」と墨書）。紙秩に入

る。表紙などに三井ラベル「本居記五四二二」。

Y1332－002－02　　　　　　　　　　　　下野
日光山志　2

（1837年）

266×181ミリ41丁整版
題簸：原・目光山志二表紙：原・水色：霞に若松型押
し

構成：目録2、本文39
印記：本居文庫。

備考＝前表紙に「八恵」（墨書）、後ろ表紙見返しに「五

巻内林泉房実雄く花押＞所蔵」（墨書）あり。表紙
などに三井ラベル「本居記五四二二」。

成：目録2、本文49
記：本居文庫。

考：前表紙に「八恵」（墨書）、後ろ表紙見返しに「五

内林泉房実雄く花押＞所蔵」（墨書）あり。表紙
どに三井ラベル「本居記五四二二」。

Y1332－002－04　　　　　　　　　　　　下野
日光山志　4

（1837年）

266×182ミリ55丁整版
題簸：原・日光山志四表紙：原・水色：霞に若松型押
し

構成：目録2、本文53
印記：本居文庫。

備考：色刷り。前表紙にr八恵」（墨書）、後ろ表紙見返し

にr五巻内林泉房実雄く花押＞所蔵」（墨書）あり。
表紙などに三井ラベルr本居記五四二二」。

Y1332－002－05　　　　　　　　　　　　下野
日光山志　5

天保8（1837）

267×180ミリ49丁整版
題簸：原・目光山志五表紙：原・水色1霞に若松型押
し

構成：目録2、本文47
刊記：植田孟緒編輯（巻頭）、石橋真国・桜井東・勝田

閑斎謹校（末尾）、官許天保七年丙申九月・同八年丁

酉正月刻成、発行書林江戸浅草新寺町和泉屋庄次
郎・同横山町三丁目和泉屋金右衛門・同両国吉川町
山田佐助・同神田鍛冶町北島順四郎・同芝神明前

地誌3〔202〕

安蘇郡目録2、本文15、遊紙1
刊記：下野庵宮住翁著（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホ印四百廿八四冊」（下ヶ札）。秋之
巻欠。

XO332－004－02　　　　　　　　　　　　　下野

［新撰　下野風土記　夏］

（1834年）

266×191ミリ64丁写本
題簸：後・新撰下野風土記夏表紙：後・絹鴬色
構成：遊紙1、都賀郡目録3、本文60
印記：宗辰所集・三井家3。

XO332－004－03　　　　　　　　　　　　　下野

［新撰　下野風土記　冬上］

（1834年）

267×192ミリ49丁写本
題籏：後・新撰下野風土記冬上表紙：後・絹鴬色
構成：遊紙1、芳賀郡目録2、本文27、塩谷郡目録2、

本文17
印記：宗辰所集・三井家3。

XO332－004－04　　　　　　　　　　　　下野
［新撰　下野風土記　冬下］

（1834年）

266×191ミリ42丁写本
題籏：後・新撰下野風土記冬下表紙：後・絹鴬色
構成：遊紙1、本文7、遊紙1、那須郡目録2、本文29、
践2（天保四癸巳春目下野庵宮住）

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1332－001　　　　　　　　　　　下野・名勝志

御山絵図　日光名跡誌

文政5（1822）

181×130ミリ1巻1冊58丁整版
題簸：原・御山給圖　日光名跡誌全表紙：原・藍色：
木目刷り

構成：序2（享保十三戊申二月鷹橋義武）、本文56

刊記：享保十三戊申天如月元版・明和元甲申仲秋改
版・文政五壬午仲秋改版御免板元　日光山石屋町
遠藤喜六（印・示栄）。

印記：三井文庫。

備考：前表紙見返しに墨書あり。後ろ表紙に「名十一
番」（下ヶ札）。三井ラベル「C217・8」

Y1332－002－01　　　　　　　　　　下野・名所記

日光山志　1

（1837年）

266×182ミリ5巻5冊51丁整版
題籏：原・目光山志一表紙：原・水色：霞に若松型押
し

構成：序4（文政八年乙酉十一月不軽居士松平定常・
天保五年しも月七十七の翁幕府内史局直事源弘賢筆
とりしハ翁弟子西城歩卒直温）、凡例4、目録1、古図4

本文38
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明治20（1887）

218×151ミリ72丁整版
題籏：原・晃山勝概巻之三表紙：原・肌色：卍繋地に
葵紋型押し

刊記：明治二十年三月十七日版権免許、同年四月廿
八目出版、編輯人宮城県平民錦石秋（磐城国伊具
郡角田東町326番地）、出版人栃木県平民鬼平金
四郎く印・鬼平＞（下野国上都賀郡目光鉢石353番
地）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1332－005－01　　　　　　　　　　　　下野
下野国誌　1

（1868年）

260×182ミリ12巻12冊32丁木活・整版
題簸二原・下野國誌壱表紙：原・檀紙
構成：序6（庚戌春二月綾瀬亀田・嘉永とあらたまれる年

のはつ歳（中略）河たの守弘）、目録5、本文21

刊記：〔芳賀百姓越智直］河野守弘大人編集［足利］
梅渓田崎明義画・［北越］竹邨遠藤順信書、東京書林
待債堂（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホ七十五」（貼紙）とrホ七十五／拾　
巻」（下ヶ札）

下野Y1332－005－02

下野国誌　2

（1868年）

260×183ミリ42丁木活・整版
題籏：原・下野國誌　表紙：原・檀紙
印記：宗辰所集・三井家3。．

下野Y1332－005－03

下野国誌　3

（1868年）

261×183ミリ39丁木活・整版
題簸：原・下野國誌参表紙：原・檀紙
印記：宗辰所集・三井家3。

下野Y1332－005－04

下野国誌　4

（1868年）

260×183ミリ29丁木活・整版
題籏：原・下野國誌四表紙：原・檀紙
印記＝宗辰所集・三井家3。

下野Y1332－005－05

下野国誌　5

（1868年）

260×183ミリ25丁木活・整版
題簸：原・下野國誌五表紙1原・檀紙
印記：宗辰所集・三井家3。

下野Y1332－005－06

下野国誌6
（1868年）

岡田屋嘉七・同中橋広小路町西宮弥兵衛・同目本橋
通二町目　小林新兵衛・同所山城屋佐兵衛・同本石
町十軒店英大助・同目本橋通壱町目　須原屋茂兵
衛・同目本橋通四町目須原屋佐助・同浅草茅町二町
目　須原屋伊八。

印記：本居文庫。

備考：前表紙にr八恵」（墨書）、後ろ表紙見返しに「五

巻内林泉房観阿弥陀仏実雄く花押＞所蔵」（墨
書）あり。表紙などに三井ラベル「本居記五四二
二」。
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1332－003－01　　　　　　　　　　下野・紀行

1光駅程見聞雑記　上

1843年）

34×179ミリ3巻3冊（2冊に合綴）41丁整版
蕨：原・日光騨程見聞雑記上表紙：後・水浅葱色

：遊紙1、序2（天保十末早四とせの弥生従五位下

臣司匠？）、本文38
＝天保己卯新刊幸修堂蔵版（封面）。

：宗辰所集・三井家3。

：前表紙に「ホ七十九」（貼紙）と「ホ印七十九！試

下ヶ札）。書誌情報はY1332・003－02（1）も参照。

Y1332－003－02（1）　　　　　　　　下野・紀行

日光駅程見聞雑記　下
（1843年）

264×179ミリ33丁整版
題簸二原・日光騨程見聞雑記下表紙：後・水浅葱色
無地

構成：本文33
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：書誌情報はY1332・003－01も参照。

Y1332－004－01　　　　　　　　　名勝誌（日光）

晃山勝概　1

（1887年）

219×152ミリ3巻3冊74丁整版
題籏＝原・晃山勝概巻之一表紙：原・肌色：卍繋地に
葵紋型押し

構成：題字3、凡例3（明治十八年三月）、引用書目1、

目次7、本文60
刊記：錦石秋先生著・版権免許金魁堂（封面）。

印記1宗辰所集・三井家3。
備考：紙族に入る。紙秩にに「ホ百廿九」（貼紙）

Y1332－004－02

晃山勝概　2

（1887年）

218×152ミリ90丁整版
題簸＝原・晃山勝概巻之二表紙：原・肌色：卍繋地に
葵紋型押し
印記：宗辰所集・三井家3。
備考1前表紙にrホ百廿九／三巻」（下ヶ札）

Y1332－004－03

晃山勝概　3



題簸二原・目光山小誌全表紙：原・柑子色・卍繋ぎに

三っ葉葵型押し
構成：日光山地図1、題字3、例言1、本文46
刊記＝明治二十年六月十五日出版御届、同九月出版。

編輯人宮城県平民錦石秋（磐城国伊具郡角田東町
326番地）、出版人栃木県平民鬼平金四郎（下野国
上都賀郡目光鉢石353番地）、汲南藤啓、東京銅鑑工
細井松夫門人合刻。金魁堂蔵版（柱刻）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1三井ラベル「C217・新・9」、昭和6年12月5目寄

託

3．地誌／33．群”県1

×0333－001　　　　　　　　　　　　　　上野

上野志
慶応3（賊）（1867）

275×193ミリ1巻1冊55丁写本
題籏：原・上野志（打付）表紙：原・生成無地

構成：序1（仁木のまさみ書）、本文51、賊3（維時慶応

三卯梅見月初九書）

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：包背装。前表紙にrホ三百四十二」（貼紙）とrホO

（朱）三百四十二／壱冊」（下ヶ札）

Y1333－001－01

伊香保志　1

明治15（1882）

227×152ミリ3巻3冊41丁整版
題籏：原・伊香保志巻一表紙＝原・水色：大槻文庫な

ど型押し
構成：題宇・題詩5、序3、引用書目1、付録（道中記）

14、上巻目録1、本文17
刊記：明治十五年壬午四月新鏑（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「伊香保温泉志」。前表紙に「ホニ百四十
九」（貼紙）と「ホ印二百四十九1三冊」（下ヶ札）

Y1333－001－02

伊香保志　2
（1882年）

227×152ミリ36丁整版
題簸：原・伊香保志巻二表紙：原・水色：大槻文庫な

ど型押し

構成：目録2、本文34、伊香保近傍図1
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1333－001－03

伊香保志　3

明治15（1882）

227×152ミリ43丁整版
題簸：原・伊香保志巻三止表紙：原・水色：大槻文庫

など型押し

構成：目録1、本文41、湯治土産1
刊記：編者秋蔀居士、補助木暮楽山、画工長命曇春、

筆者大月栖霞、国文社剤削工木戸小太郎、発免国文
社（東京神田淡路町）、明治十四年四月十二目版権免

〔204〕　3．地誌

261×183ミリ35丁木活・整版
題簸二原・下野國誌六表紙：原・檀紙
印記＝宗辰所集・三井家3。

下野Y1332－005－07

下野国誌　7

（1868年）

261×183ミリ36丁木活・整版
題籏：原・下野國誌七表紙：原・檀紙
印記：宗辰所集・三井家3。

下野Y1332－005－08

下野国誌　8

（1868年）

260×183ミリ31丁木活・整版
題簸＝原・下野國誌八表紙：原・檀紙
印記：宗辰所集・三井家3。

下野Y1332－005－09

下野国誌　9

（1868年〉

260×183ミリ38丁木活・整版
題籏＝原・下野國誌九表紙：原・檀紙
印記＝宗辰所集・三井家3。

下野

下野

Y1332－005－10

下野国誌　10
（1868年）

261×183ミリ29丁木活・整版
題簸：原・下野國誌十表紙：原・檀紙
印記：宗辰所集・三井家3。

　　　　きY1332－005－11

下野国誌　11
（1868年）

261×183ミリ38丁木活・整版
題籏：原・下野國誌十一表紙：原・檀紙
印記三宗辰所集・三井家3。

Y1332－005－12　　　　　　　　　　　　　下野

下野国誌　12
明治（1868）

260×183ミリ36丁木活・整版
題簸：原・下野國誌十二表紙：原・檀紙

構成：本文33、和歌3
刊記：発免書林東京日本橋区通壱丁目　北畠茂兵
衛・同通二丁目稲田佐兵衛・同芝区三島町山中市
兵衛・野州足利町和洋舎・東京神田区栄町大橋操
吉。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2332－001

日光山小誌

明治20（1887）

168×118ミリ1巻1冊50丁銅版
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秩父順拝記　4
（1823年）

267×188ミリ29丁写本
題簸：原・秩父順拝記四（打付）表紙二原・刷毛目

印記：文鳳堂印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口「ちンふ」（墨書）。

XO334－001－05　　　　　　　　　　武蔵・名所記

秩父順拝記　5
（1823年）

267×188ミリ29丁写本
題籏：原・秩父順拝記五（打付）表紙：原・刷毛目

印記：文鳳堂印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口「ちyふ」（墨書）。

XO334－001－06　　　　　　　　　　　　　武蔵

秩父順拝記　6
文政6（1823）

267×188ミリ42丁写本
題籏：原・秩父順拝記六（打付）表紙1原・刷毛目
刊記：文政六年三月十六目燈下にしるし終。

印記：文鳳堂印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口「ちンふ」（墨書）。

武蔵XO334－002
天権第四拾遺　秩父霊躍之部

281×199ミリ1巻1冊32丁写本
題簸＝原・天権第四拾遺秩父霊縦之部表紙：後・薄

茶：瓢箪型押し
印記：只誠蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：付箋多。草稿。

Y1332－003－02（2）　　　　　　　　　武蔵・紀行

岩槻街道記

天保14（1843）

9丁整版
構成：付録本文8、賊1
刊記：此書甲子の夏繕写せしを程なく人の為に借失ひ
しに依て再ひ敗く竹冠に鹿ロク＞に貯へし旧藁を綴り
て冊となせり前書に比ふれハ洩たる事もあるへし失ひた

る書の再ひ家に帰る事もあらハ補ふ事もあるへし己巳
孟蘭盆目安長法眼識庚午仲春一校了（政）、官許天
保十四年五月多綿安長法眼著・多紀安良法眼蔵板
売弘所本石町十軒店英屋大助。
備考：後ろ表紙見返しにr本石町二丁目十軒店椀屋伊
三郎」の広告が貼付される。最終丁に袋（椀屋伊兵衛蔵

の朱印・内孫の黒印がある）挿み込み。書誌情報は
Y1332・003－01およびY1332・003・02（1）の目光駅程見

聞雑記も参照。

武蔵・名所記

色：布目地型押
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許、同十五年六月一目発免、編輯人大槻文彦（東京浅
草区今戸町）、出版人竹中邦香（目本橋区兜町）、伊香

保売捌所14。
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1333－002　　　　　　　　　　　　　　案内

［伊香保鉱泉図会］

明治15（1882）

222×149ミリ1巻1冊18丁整版
題籏：原・上州伊香保鑛泉圖會全表紙：原・黄色：小

葵型押し
刊記：明治十五年御屈、画工東京本郷区湯島天神町
橋本周延、編輯兼出版人同神田区仲町篠田仙果、伊

香保物産買捌廉盟舎中。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考1広告あり。前表紙に「ホ三百四十九」（貼紙）と「O

（朱）ホ三百四十九！壱冊」（下ヶ札）

Y1333－003　　　　　　　　　　　　　　名所記

上州伊香保温泉名所旧跡

明治15（1882）

182×122ミリ1巻1冊11丁整版
題簸：原・上州伊香保温泉名所旧跡全表紙：原・鼠
色：花穆七宝に花菱型押し
刊記：御届明治十五年五月三目、編者服部応賀（東京
下谷西町）、版元東京神田鍛治町長谷川忠兵衛、府県

売捌所9。

3．地誌ノ34．玉県1

×0334－001－01　　　　　　　　　　武蔵・案内記

秩父順拝記　1
（1823年）

267×187ミリ6巻6冊39丁写本
題籏：原・秩父順拝記一（打付）表紙：原・刷毛目

構成：秩父札所惣図2、本文37
印記：文鳳堂印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「ち｝ふ」（墨書）。

XO334－001－02　　　　　　　　　　武蔵・案内記

秩父順拝記　2
（1823年）

267×187ミリ40丁写本
題簸：原・秩父順拝記二（打付）表紙1原・刷毛目
印記二文鳳堂印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口「ち、ふ」（墨書）。

XO334－001－03　　　　　　　　　　武蔵・案内記

秩父順拝記　3
（1823年）

267×187ミリ40丁写本
題籏：原・秩父順拝記三（打付）表紙：原・刷毛目

印記：文鳳堂印・宗辰所集・三井家3。

備考＝下小口「ち｝ふ」（墨書）。

武蔵・案内記XO334－001－04



印記：宗辰所集・三井家3。
備考：虫損

XO335－003　　　　　　　　　　　　安房・上総

房総志　3
（1761年）

272×181ミリ43丁写本
題簸：原・房総志三（打付）表紙：原・生成：散らし刷り

構成：遊紙1、本文42
刊記二上総夷隅郡臼井郷長者里中村國香著（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：虫損

XO335－004　　　　　　　　　　　　安房・上総

房総志　4
（1761年）

273×182ミリ42丁写本
題簸：原・房総志四（打付）表紙：原・生成：散らし刷り

構成：遊紙1、本文41

刊記：上総夷隅郡臼井郷長者里中村國香著（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：虫損

XO335－005　　　　　　　　　　　　安房・上総

房総志　5
（1761年）

274×182ミリ45丁写本
題簸：原・房総志五終（打付）表紙：原・生成：散らし
刷り

構成：遊紙1、本文44

刊記＝上総夷隅郡臼井郷長者里中村國香著（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考1虫損

Y1335－001－01　　　　　　　　　　　下総・紀行

相馬日記　1

文政1（序）（1818）

258×182ミリ4巻4冊23丁整版
題籏：原・相馬目記一表紙：後・薄藍色：唐花亀甲型
押し

構成：序4（文政改元戊寅中秋頭陀玄雅識干江都芝郷

西応教寺・大寂庵立綱）、巻1本文19
刊記：高田與清稿・北条時隣注、書蝉峯鳳堂・玉堂梓
（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ九十」（貼紙）と「ホ印九十／四巻」
（下ケ札）。

i35－001－02　　　　　　　　　　　下総・紀行

1日記　2
18年）

露話鷹謬饗紙，後．薄藍色：唐花亀甲型

3．地誌〔206〕

し

構成：序2（文化丁丑朽月晩きょう陳人）、凡例・方位図

4、引用書目6、巻1目録3、本文32
刊記：晩（山片に喬）陳人著、武蔵名所考江戸書林
千鍾房・青黎閣。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C211・新・21」

Y1334－002　　　　　　　　　　　　武蔵・名所記

武蔵名所考　夏
（1824年）

230×164ミリ43丁整版
題籏＝原・武蔵名所考夏表紙：後・天色：布目地型押
し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C211・新・21」

Y1334－003　　　　　　　　　　　　武蔵・名所記

武蔵名所考　秋
（1824年）

230×164ミリ31丁整版
題簸：原，武蔵名所考穐表紙：後・天色：布目地型押
し

印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C211・新・21」

Y1334－004　　　　　　　　　　　　武蔵・名所記

武蔵名所考　冬

文政7（1824）

230×164ミリ43丁整版
題簸：原・武蔵名所考冬表紙：後・天色：布目地型押
し

構成：本文41、践2（藤原真彦）

刊記：文政七年甲申夏四月　発行所江戸目本橋通壼
町目須原屋茂兵衛・同下谷池之端仲町須原屋伊八。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C211・新・21」

3．地誌135．千葉県！

XO335－001　　　　　　　　　　　　安房・上総

房総志　1
宝暦11（序）（1761）

271×182ミリ5巻5冊38丁写本
題簸：原・房総志一（打付）表紙：原・生歳：散らし刷り

構成：序2（宝暦辛巳初冬）、本文36
刊記：上総夷隅郡臼井郷長者里中村國香著（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：虫損

XO335－002　　　　　　　　　　　　安房・上総

房総志　2
（1761年）

272×182ミリ25丁写本
題簸：原・房総志二（打付）表紙：原・生成＝散らし刷り

構成：遊紙1、本文24

刊記：上総夷隅郡臼井郷長者里中村國香著（巻頭）。
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印記：［コ氏文庫（消印）・宗辰所集・三井家3。

Y1335－002－05　　　　　　　　　下総・案内記

［成田参詣記　5］

（1858年）

264×183ミリ55丁整版
題簸：原・成田名所圖會五表紙：原・水色：菊梅ほか
紋散らし型押

構成：目次1、本文54
印記：［コ氏文庫（消印）・宗辰所集・三井家3。

Y2335－001－01

上総国誌　1

明治12（1879）

227×153ミリ6巻6冊44丁活版
題簸：原・上総國誌安川惟禮編輯一（方箋共）表
紙：原・黄色：布目地に菊牡丹唐草型押し

構成：題宇3（明治11年11月柴原和）、序3（楓江嶺田
篤）、緒言1（編者）、凡例2、引用書目3、目次2、本文

30
刊記：明治十二年一月出版、南総松雲□蔵版（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ五百三」（貼紙）と「ホ印五百三／六
冊」（下ヶ札）

Y2335－001－02

上総国誌　2

（1879年）

227×153ミリ32丁活版
題簸：原・上総國誌安川惟禮編輯二（方箋共）表
紙：原・黄色＝布目地に菊牡丹唐草型押し

印記1宗辰所集・三井家3。

表

Y2335。001。03

上総国誌　3

（1879年）

227×153ミリ29丁活版
題簸1原・上総國誌安川惟禮編輯三（方箋共
紙：原・黄色：布目地に菊牡丹唐草型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

表

Y2335－001－04

上総国誌　4

（1879年）

227×153ミリ35丁活版
題簸：原・上総國誌安川惟禮編輯四（方箋共
紙：原・黄色：布目地に菊牡丹唐草型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2335－001－05

上総国誌　5

（1879年）

227×153ミリ28丁活版
題簸：原・上総國誌安川惟禮編輯五（方箋共）表
紙：原・黄色：布目地に菊牡丹唐草型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

1335－001－03　　　　　　　　　　下総・紀行

1馬日記　3
L818年）

58×182ミリ21丁整版
蕨：元・相馬日記三表紙：後・薄藍色：唐花亀甲型

35－001－04　　　　　　　　　　　下総・紀行

旧記　4
〔1（賊）（1818）

×182ミリ　整版

・：元・相馬目記四表紙：後・薄藍色：唐花亀甲型

ll本文15、賊4（文政元年正月本間游清藤原常彦・
・村節信・文化十五年卯月大石）

1：宗辰所集・三井家3。

3
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押
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喜
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Y1335－002－01　　　　　　　　　下総・案内記

［成田参詣記　1］

安政5（1858）

264×183ミリ5巻5冊58丁整版
題簸：原・成田名所圖會一表紙：原・水色：菊梅ほか
紋散らし型押

構成：序2（嘉永7年5月神護新勝寺伝燈権大僧都法
印照嶽）、例言2（中路定［コ）、目次2、本文5～56

刊記：安政戊午春三月刻成・新勝精舎蔵版。
印記：□氏文庫（消印）・宗辰所集・三井家3。

備考：丁間に袋1がある。袋に継目印・題簸はr成田名
所圖會全五冊」。

Y1335－002－02　　　　　　　　　下総・案内記

［成田参詣記　2］

（1858年）

264×184ミリ35丁整版
題簸：原・成田名所圖會二表紙：原・水色：菊梅ほか
紋散らし型押

構成：目次1、本文34
印記：□氏文庫（消印）・宗辰所集・三井家3。

Y1335－002－03　　　　　　　　　下総・案内記

［成田参詣記　3］

（1858年）

264×183ミリ44丁整版
題簸：原・成田名所圖會三表紙：原・水色：菊梅ほか
紋散らし型押

構成：目次1、本文43
印記：［コ氏文庫（消印）・宗辰所集・三井家3。

Y1335－002－04　　　　　　　　　下総・案内記

［成田参詣記　4］

（1858年）

264×183ミリ47丁整版
題簸1原・成田名所圖會四表紙：原・水色：菊梅ほか
紋散らし型押

構成：目次1、本文46
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Y2335－001－06

上総国誌　6

明治12（1879）

227×153ミリ52丁活版
題簸：原・上総國誌安川惟禮編輯六（方箋共）表
紙：原・黄色：布目地に菊牡丹唐草型押し

構成1本文49、編誌概伝2（編者）、正誤1
刊記：明治十一年十一月廿八日版権免許、編輯井出
版人千葉県平民安川惟禮蔵版（山辺郡福俵村143）、

印刷彫刻会社活版所（京橋区元数寄屋町4丁目2番
地）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2335－002

［安房国誌　1～3］

明治19（1886）

242×150ミリ3巻3冊（1冊に合綴）153丁活版
題籏：原・安房國誌全表紙：原・薄茶色：無地

構成：凡例4、目録10、巻1本文41、巻2本文56、巻3

本文42
刊記：明治十九年三月廿三目出版届、明治十九年三
月三十目出版内務省地理局蔵版・御用印刷東京深川
区富岡門前町七十番地近藤活版所。
印記1宗辰所集・三井家3。

Y2335－003－01

［下総国旧事考　1・2］

（1905年）

230×152ミリ15巻15冊（9冊に合綴）53丁活版
題籏：原・下総國蕾事考一（方箋共）表紙：原・水色：

布目地型押し
構成：題字2（明治三十八年正月菊園）序5（明治享十

七年邨岡良弼・弘化三年十月吉川堅、弘化二年三月
清宮秀堅）例言4、巻1目次1、式社考序2（安政二年四

月伊能穎則）本文19、巻2目次1、本文19
刊記：清宮秀堅著、清宮氏蔵版（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2335－003－02

［下総国旧事考　3・4］

（1905年）

230×152ミリ47丁活版
題簸：原・下総國薔事考二（方箋共）表紙：原・水色；

布目地型押し
構成：巻3目・次1、本文14、巻4目次1、本文31
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2335－003－03

［下総国旧事考　5・6］

（1905年）

231×152ミリ39丁活版
題簸：原・下総國薔事考三（方箋共）表紙：原・水色：

布目地型押し
構成：巻5目次1、本文23、巻6目次1、本文14
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：丁間に袋1がある。袋の題簸は「下総國奮事考

附下総國輿地全圖清宮氏蔵版」。

Y2335－003－04

［下総国旧事考　7・8］

（1905年）

231×152ミリ39丁活版
題籏：原・下総國奮事考四（方箋共）表紙：原・水色：

布目地型押し

構成＝巻7目次1、本文16、巻8目次1、本文21
印記1宗辰所集・三井家3。

Y2335－003－05

［下総国旧事考　9・10］

（1905年）

231×153ミリ40丁活版
題籏：原・下総國奮事考五（方箋共）表紙：原・水色：

布目地型押し

構成：巻9目次1、本文17、巻10目次1、本文21
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2335－003－06

［下総国旧事考　11・12］
（1905年）

231×153ミリ48丁活版
題籏：原・下総國菖事考六（方箋共）表紙：原・水色：

布目地型押し
構成＝巻11目次1、本文27、巻12目次1、本文19
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2335－003－07

［下総国旧事考　13］

（1905年）

231×153ミリ33丁活版
題簸：原・下総國奮事考七（方箋共）表紙：原・水色：

布目地型押し
構成：巻13目次1、本文32
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2335－003－08

［下総国旧事考　14・15］
明治38（1905）

230×153ミリ14丁活版
題籏：原・下総國奮事考八（方箋共）表紙：原・水色ゴ

布目地型押し
構成：巻14目次1、本文30、巻15目次1、本文10、
墓碑銘1（明治二十一年十二月鹿島吉川久勤）後叙1
（明治三十七年十二月不肖孫立）、秀堅著書目録1
刊記：明治三十八年二月一目印刷、二月五目発行、著
者故清宮秀堅、発行者清宮利右衛門（千葉県香取郡
佐原町イ1710番地）印刷者朝野利兵衛（佐原町イ503
番地）印刷所正文堂（佐原町イ503番地）発売所正文
堂・郁文舎桜井庄吉（東京市京橋区柳町）・吉川弘文館
（京橋区南伝馬町1丁目）。

印記：宗辰所集・三井家3。
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刊記：右二巻ハ豊嶋郡一郡之内四分ン之地ヲ記ス、右
二巻ハ多磨（ママ）郡一郡之内三分ン之地ヲ記ス晩晴
舎蔵。

印記：牧氏蔵書之記・松田本生・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口にr武蔵風土記」（墨書）。前表紙にr同番
号三冊之内一」（印・墨書）、三井ラベル「C211・新・6」

江戸近郊XO336－003－02

［武蔵風土記　2］

277×195ミリ53丁写本
題簸：原・武蔵風土記表紙：原・枯色・布目

刊記：右二巻ハ荏原郡一郡全荏原郡巻下終、付録古
松軒草稿荏原郡筆記、四神地名録巻十大尾晩晴舎
蔵。

印記1牧氏蔵書之記・松田本生・宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「武蔵風土記」（墨書）。前表紙に「同番

号三冊之内二」（印・墨書）、三井ラベル「C211・新・6」

江戸近郊XO336－003－03

［武蔵風土記　3］

272×194ミリ72丁写本
題簸：原・武蔵風土記表紙：原・枯色・布目

刊記：右二巻ハー郡之内四分ン之地ヲ記ス、葛飾郡下
終。武蔵国足立郡記、目本惣国風土記（中略）和名類
聚砂（中略）右二書ハ証トスベキ古書ナリ地名バカリヲ

抜書シテ全カラズ古名ヲ伝ル所今稀也、足立郡之記
（中略）右一巻ハー郡之内続二十一ノーヲ記ス、晩晴舎
蔵。

印記：牧氏蔵書之記・松田本生・宗辰所集・三井家3。

備考1下小口にr葛飾筆記」（墨書）。前表紙にr同番号
三冊之内三」（印・墨書）、三井ラベル「C211・新・6」

Y1336－001－01　　　　　　　　　　江戸・名所記

［続江戸砂子　1］

（1735年）

222×154ミリ6巻6冊（5冊に合綴）36丁整版
題簸：原・拾遺績江戸砂子一（方箋共）表紙：原・白

色・無地

構成：序2（享保二十年乙卯春東都誹林菊岡沽凍）、

凡例3、本文31
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ印二百五十八乙五冊」（下ヶ札）
とラ三井ラベル「C211」（下部破れ）

Y1336－001－02　　　　　　　　　　江戸・名所記

［続江戸砂子　2］

（1735年）

221×155ミリ34丁整版
題簸：原・拾遺績江戸春南古二（方箋共）表紙1原・
白色・無地

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：26・27丁は1丁で「二十六七」。前表紙に三井ラ
ベル貼付の跡あり。

Y2335－003－09　　　　　　　　　　　　地図
［下総国旧事考　付録］

（1905年）

229×150ミリ1丁整版
題簸：原・下総國輿地全圖奮事考附録表紙：原・水
色：布目地型押し

刊記：弘化五年戊申正月下総清宮秀堅識、下総佐原
正文堂利兵衛、竹口貞齊刻。

印記二宗辰所集・三井家3。

備考：色刷り
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XO336－001（1）　　　　　　　　　　　江戸近郊

［南向茶話］

寛政2（写）（1790）

273×182ミリ2巻2冊（1冊に合綴）40丁写本
題籏：原・南向茶話ロ山践有上下表紙：原・丁字引
き

刊記：茅屋向陽故名亭寛延四年辛未二月初午目、此
一帖瀬名貞雄所蔵也云、出松本雍奴家山田屋半右
衛門住元飯田町借山口生筆令書写遂一校畢、寛政
二年庚戌仲冬三目杏花園。
印記：狂幕堂文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「酒井忠昌著述、杏花園南畝伝来賊
有」（墨書）。後ろ表紙見返しに三井ラベル「C211・新・

27」

XO336－001（2）　　　　　　　　　　　江戸近郊

［南向茶話追考］

享和1（写）（1801）

写本
刊記：寛政二年庚戌十一月以瀬名氏本書写畢、以好
本可校合也、南畝書、同十一年十一月借抄南畝子蔵
本、桂林老樵享和改元辛酉六月。

XO336－002　　　　　　　　　　　　　名所記

武原見聞記
天保2（政）（1831）

247×171ミリ1巻1冊96丁写本
題簸：原・武原見聞記全表紙：原・水色：卍繋ぎ刷り

構成1遊紙1、序4（文政四次年辛巳夏盛既望井昌隆・

天保二辛卯歳孟春増補節改書写松濤斎間秀高）、本
文90、賊1（干時文政辛巳季夏上旬成功、天保二辛卯

孟春為増補成書写功全東都松濤亭主人本間秀
高）

刊記：本問秀高著（冒頭）。

印記1宗辰所集・三井家3。
備考：遊び紙見返しに貼紙（長留無用の旨・・）あり。三

井ラベル「C211・新・23」

江戸近郊XO336－003－01

［武蔵風土記　1］

277×194ミリ3巻3冊101丁写本
題籏：原・武蔵風土記表紙：原・枯色・布目



備考：50・51丁は1丁で丁付は「五十ノ五十一」としてあ

る。後ろ表紙見返しに三井ラベル「C211・新」、昭和6

年7月1目寄託

Y1336－002－03　　　　　　　　　江戸・名所記
［江府名勝志　付録］

（1746年）

155×110ミリ68丁整版
題簸：後・江府名勝志附録表紙：後・濃紺色・布目

構成：考異弁正41、神社略記27、蹟（享保癸丑孟冬朔
旦南陽子）
刊記：書林提要軒（嚴中）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考1乱丁に注意。31丁に上下がある。後ろ表紙見返

しに三井ラベル「C211・新」、昭和6年7月1目寄託

Y1336－003　　　　　　　　　　　江戸・名所記
［御江戸名所方角書］

文化4（再版）（1807）

186×126ミリ1巻1冊9丁整版
題籏：後・御江戸名勝方角書文化四年再板表紙：
後・生成

刊記：明和二乙酉歳開板・文化四丁卯歳再板鱗形屋
孫兵衛元版、東都地本問屋馬喰町二丁目角西村屋
与八版。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考＝帯図本。10丁裏に三井ラベル「C211・新・78」、

昭和6年7月22目寄託。

Y1336－004　　　　　　　　　　　江戸・名所記
［はなみのしをり］

天保4（1833）

154×53ミリー枚物1丁整版
題簸＝原・花美能志起里表紙：原・檀紙：刷毛目

刊記：天保癸己春忍川舎著、三枚橋仲田蔵梓。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：折本。三井ラベル貼付跡あり、昭和7年

Y1336－005－01　　　　　　　　　江戸・年中行事

［東都歳時記　1上］

（1838年）

228×158ミリ5巻5冊31丁整版
題簸：原・東都歳時記春上一表紙：原・浅花田色・
鶴亀型押し

構成：序（天保壬辰初冬穀旦東都神田斎藤月答）
刊記：斎藤月答幸成編・長谷川雪旦画・長谷川雪堤補
画。

印記：青山・三井文庫。

備考：三井ラベル「G910・1」

Y1336－005－02　　　　　　　　　江戸・年中行事

［東都歳時記　1下】

（1838年）

228×158ミリ23丁整版
題籏：原・東都歳時記春下二表紙：原・浅花田色・
鶴亀型押し
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Y1336－001－03　　　　　　　　　　江戸・名所記

［続江戸砂子　3］

（1735年）

221×155ミリ28丁整版
題籏：原・拾遺績江戸砂子三（方箋共）表紙：原・白
色・無地

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にラベル貼付の跡あり。

Y1336－001－04　　　　　　　　　　江戸・名所記

［続江戸砂子　4］

（1735年）

221×155ミリ31丁整版
題簸：原・拾遺績江戸寸奈故四（方箋共）表紙：原・
白色・無地

印記：宗辰所集・三井家3。
備考＝前表紙にラベル貼付の跡あり。

Y1336－001－05（1）　　　　　　　　江戸・名所記

［続江戸砂子　5］

（1735年）

221×155ミリ23丁整版
題簸＝原・拾遺績江戸砂子五（方箋共）表紙：原・白
色・無地

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にラベル貼付の跡あり。

Y1336－001－05（2）　　　　　　　　江戸・名所記

［続江戸砂子　付録］

享保20（1735）

3丁整版
刊記：享保二十年卯正月目　作者菊岡浩凍・彫工吉田

平兵衛、藤木久市、江戸浅草茅町二町目須原屋伊八
蔵板。

Y1336－002－01　　　　　　　　　　江戸・名所記

［江府名勝志　上］

延享3（序）（1746）

154×110ミリ3巻3冊82丁整版
題簸：後・江府名勝志圖解上表紙：後・濃藍色・布目

構成：序1（延享ひのへ寅の初秋下の五目藤原之広）、

凡例2、本文79
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：前表紙に書名を記した下ヶ札あり。三井ラベル
「C211・新」。昭和6年7月1目寄託

Y1336－002－02　　　　　　　　　　江戸・名所記

［江府名勝志　下］

明和1（1764）

154×110ミリ75丁整版
題簸：後・江府名勝志寺院目録下表紙：後・濃藍色・
布目

構成：目録1、本文74

刊記：明和元新増東都書林　目本橋南一町目　須
原屋茂兵衛板（刊記）、提要軒梓刊印（名高）（封面）。

印記：□□書屋・ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。



印記：青山・三井文庫。

備考1三井ラベル「G910・1」

Y1336－005－03

［東都歳時記　2］

（1838年）

228×158ミリ33丁整版

江戸・年中行事

題簸：原・東都歳時記夏三表紙：原・浅花田色・鶴
亀型押し
印記：青山・三井文庫。

備考：三井ラベル「G910・1」

Y1336－005－04　　　　　　　　　江戸・年中行事

［東都歳時記　3］

（1838年）

228×158ミリ35丁整版
題簸：原・東都歳時記秋四表紙：原・浅花田色・鶴
亀型押し
印記：青山・三井文庫。

備考：三井ラベル「G910・1」

Y1336－005－05　　　　　　　　江戸・年中行事

［東都歳時記　4・付録］

天保9（1838）

228×158ミリ36丁整版
題簸：原・東都歳時記冬五表紙：原・浅花田色・鶴
亀型押し

刊記1天保九戊戌孟春発行書買江戸目本橋通壱町
目須原屋茂兵衛・同浅草茅町　町目　須原屋伊八合
梓、三都売弘書林京都寺町通松原下ル勝村治右衛
門・大坂心斎橋筋唐物町河内屋太助・同心斎橋筋安
堂寺町秋田屋太右衛門・江戸両国吉川町山田佐
助・同神田鍛冶町二町目　北島順四郎・同浅草新寺町
和泉屋庄次郎・同芝神明前岡田屋嘉七・同日本橋通
二町目　山城屋佐兵衛・同横山町三丁目　和泉屋金右
衛門・同今川橋本銀町永楽屋東四郎・同目本橋通二
町目　小林新兵衛・同神田通新石町須原屋源助・同
日本橋通四町目　須原屋佐助。
印記＝青山・三井文庫。

備考：三井ラベル「G910・1」

Y1336－006　　　　　　　　　　江戸・名所案内

江戸方角愚注抄

天保14（1843）

178×120ミリ1巻1冊32丁整版
題簸：原・江戸方角愚注抄全表紙：後・孤色・無地
構成：序（金水道人）

印記：長立蔵書・ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：後ろ表紙見返しに三井ラベル「C211・新」、昭和6

年11月18日寄託。

Y1336－007　　　　　　　　　　江戸・名所案内
［江戸名所独案内］

弘化2（序）（1845）

176×121ミリ4巻4冊（1冊に合綴）30丁整版
題簸：剥離表紙：後・秘色・無地

3，地　誌　3．地誌136．東京都／　〔211〕

構成＝序1（弘化二年冬目北峰）、江戸名所八景之図

ロノ1～ロノ5、本文1／1～6、2／1～6、3／1～6、4
／1～6
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：帯図本。見返しに「御部屋御鶴印」（墨書）。後ろ

表紙見返しに三井ラベル「C211・新・72A」、昭和5年

Y1336－008　　　　　　　　　江戸案内’、。ンフレット

［金のわらじ　初編］

弘化3（序）（1846）

187×128ミリ1巻1冊13丁整版
題籏：後・金のわらじ初編（墨書）表紙：後・灰緑色：

卍繋ぎ型押し

構成：序1（弘化丙午の春板元横山町一丁目出雲
寺萬次郎・馬喰町二丁目　森屋次郎兵衛）、本文12、
金のわらじ板元森屋広告（後ろ表紙見返し）

刊記：作者松亭金水・画工歌川国直。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙裏にr仙台元寺小路加□屋宮繕方」など
（墨書）、後ろ表紙に「高近（花押）」（墨書）。昭和9年

12月26目寄託、三井ラベル「C211・新・157」

Y1336－009　　　　　　　　　　　江戸・名所記
［絵本江戸土産］

嘉永3カ（1850）

180×121ミリ1巻1冊22丁整版
題籏：後・給本江戸土産廣重（墨書）表紙：後・黒色＝

卍繋ぎ型押し
備考：色刷り。三井ラベル「C211・201」

Y1336－010　　　　　　　　　　江戸・名所案内

［江都近郊名勝一覧］

安政5（再版）（1858）

109×154ミリ1巻1冊82丁整版
題簸：原・絵本江戸免ぐり完表紙：原・藍色・無地
構成：序1（弘化三丙午季夏目金水道人）、凡例2、目

録1、口絵3、本文75
刊記＝弘化四丁未季春刻成、安政五戊午孟春再版、撰

者松亭金水・画工一立斎広重、東都書緯南伝馬
町三丁目　三河屋善兵衛板。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：9丁の後に「九ノ下」がある。前表紙に「絵本江戸

免ぐり」（下ヶ札）と後ろ表紙見返しに三井ラベル「C211・

新・58」、昭和7年9月29日寄託

Y1336－011－01　　　　　　　　　江戸・名所案内

江戸方角名所杖初編

慶応2（1866）

179×118ミリ2編2冊21丁整版
題簸：原・江戸方角名所杖初編全表紙：後・秘色
構成1序（又玄斉南可）

刊記：東都書林岡田屋嘉七・和泉屋市兵衛・山城屋
佐兵衛・山城屋政吉・須原屋茂兵衛・出雲寺万次郎・和

泉屋金右衛門・須原屋伊ノい英文蔵・森屋次兵衛・山口

屋藤兵衛、中橋東中通下槙町大和屋喜兵衛板。
印記：三井家編纂室蔵書・三井文庫。

備考：大正1年10月26目購求、後ろ表紙見返しに三



〔212〕 3．地誌

井ラベル「C211・97」

Y1336－011－02　　　　　　　　　江戸・名所案内

江戸方角名所杖　2編

慶応2（1866）

179×117ミリ19丁整版
題籏：原・江戸方角名所杖二編全表紙1後・秘色
構成：賊（又玄斉）

刊記：慶応二丙寅夏新錨江戸中橋東中通下槙町書
林大和屋喜兵衛発莞、東都書林岡田屋嘉七・和泉屋
市兵衛・山城屋佐兵衛・山城屋政吉・須原屋茂兵衛・出

雲寺万次郎・和泉屋金右衛門・須原屋伊八・英文蔵・森

屋次兵衛・山口屋権兵衛、中通東中通下槙町大和屋

喜兵衛板。

印記1三井家編纂室蔵書・三井文庫。
備考＝大正1年10月26日購求、三井ラベルrC211・
97」

Y1336．012　　　　　　　　　　　　　教科書

童蒙東京往来

明治6（1873）

226×153ミリ1巻1冊31丁整版
題簸：原・童蒙東京往来全表紙＝原・紺色：布目地

型押し

構成：序1、図1、本文29
刊記：福地先生閲・小川監著・東京書雛合梓（封面）、

紀元二千五百三十三年明治六年第一月岩本三二・
鈴木勘治・小林喜右衛門合梓、東京・大坂売広め15。

印記：三井文庫・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和8年10月11目寄託、三井ラベル「C211・
新・50」

Y1336－013－01　　　　　　　　　　名所図会

続東京名勝画詞　上
（1890年）

262×180ミリ2巻2冊38丁整版
題籏＝原・増山守正編輯績東京名勝壼詞上巻表
紙：原・黄色・つや出し・卍繋ぎ

構成：題字1、序3（明治二十三年庚寅仲夏東京枕山大

沼厚・明治二十三年五月丹波丹蓉増山守正）、例言1、

目録1、本文1～32
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：後ろ表紙見返しに三井ラベル「C211・新・37」

Y1336－013－02

続東京名勝画詞　下

明治23（1890）

264×180ミリ42丁整版
題簸二原・増山守正編輯績東京名勝叢詞下巻表
紙：原・黄色・つや出し・卍繋ぎ

刊記：明治廿三年八月十目印刷同年同月十五目出
版、編輯者京都府士族東京市神田区駿河台鈴木町
十六番地寄留増山守正、発行兼印刷者右同族・同
番地寄留増山持正、彫刻山口武勝、発売書璋東
京市日本橋区通旅籠町小林八郎・同京橋区南伝馬
町　目黒十郎支店・同同区同町辻本九兵衛・京都三
条通寺町東石橋町福井源次郎・大坂市南区心斎橋

南松村九兵衛・京都三条通り西入ル杉本甚助・横浜
市尾上町三丁目　田沼書店・神戸市相生橋東詰熊谷
幸助・長崎市引地町鶴野書店・札幌市南一条西試丁

目前野長発。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：定価金60銭。後ろ表紙見返しに三井ラベル
「C211・新・37」

Y2336－001　　　　　　　　　　　　　名所記

東京児読

明治11（1878）

121×86ミリー枚物1丁銅版
題簸：原・伊藤東太郎編輯東京児讃表紙：原・黄色：

卍繋ぎ型押し
刊記1明治十一年第十一月廿九目御届、編輯出版人
目本橋区浪花町13番地伊藤東太郎井鏑。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：折本。定価5銭5厘。緑色で印字（劣化に注意）。

昭和6年7月13目寄託、三井ラベル「C211・新・115」

Y2336－002　　　　　　　　　　　　案内記

東京独案内一覧表

明治13（1880）

372×505ミリー枚物1丁銅版
題籏：原・野田茂政編輯、東京猫案内表、一柳堂発免

表紙＝後

刊記：明治十三年四月九目出版御届、同月廿日刻成、

編輯兼出版人一柳堂東京府平民野田茂政（下谷区坂

本町2丁目8番地）。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：昭和7年、三井ラベル「C211・新・□□」（史料館

ラベルを上に貼付）

Y2336－003　　　　　　　　　　　　　案内記

改正東京案内

明治14（1881）

111×149ミリ1巻1冊75丁銅版
題簸：原・改正東京案内児玉永成編輯全表紙：原・
黄色＝卍繋ぎ型押し
構成：題字（竹葉軒）・凡例1、目録2、本文71、錦栄堂

蔵書目1
刊記：明治十四年三月七目版権免許、増補人高知県
士族児玉永成（芝区芝井町6番地寄留）、出版東京府
平民大倉孫兵衛（目本橋区通1丁目18番地）、東京発
売書林須原屋茂兵衛ほか65、東京発免錦双紙店大倉

四郎兵衛ほか13。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：昭和6年1月22目、三井ラベル「C211・新・113」

Y2336－004　　　　　　　　　　　　　案内記

掌中東京名所図絵

明治14（1881）

55×127ミリ1巻1冊62丁銅版
題籏：原・谷荘太郎著、掌中東京名所圖給表紙：原・

黄色：布目型押し
構成：東京全図1、口絵・凡例1、本文59、刊記1
刊記：明治十四年四月版権免許・出版、著述人東京府



平民谷荘太郎（神田区皆川町5番地）、出版人京都府
平民加藤正七（目本橋区檜物町4番地寄留）、発免人
山中市兵衛・山中孝之助・山中北郎・石川治兵衛・江嶋

喜兵衛、東京発売書雛北畠茂兵衛ほか63。
印記：富田・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：袋共。定価金25銭。三井ラベル「C211・新・126」、

袋に昭和8年7月17目寄託。

Y2336－005（1）　　　　　　　　　　　　案内記

［改正再版東京府地誌略　上］

（1881年）

179×123ミリ2巻2冊（1冊に合綴）22丁銅版
題簸1後・改正再版東京府地誌略（墨書）表紙：原・藍
色無地
構成：目次1、武蔵国全図1、本文10
刊記：学務課編纂（封面）。。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：封筒に入る。

Y2336－005（2）　　　　　　　　　　　案内記

［改正再版東京府地誌略　下］

明治14（1881）

11丁銅版
構成：東京全図1、本文10

刊記：明治十三年十一月廿五目分版御届、同十四年
四月出版、分版人東京京橋区桶町7番地中村熊次郎、

発売人下谷区上野元黒門町7番地海野館夫・下谷仲
町21番地中村支店。
備考：昭和7年10月3目寄託、三井ラベルrC211・新・
47」

Y2336－006　　　　　　　　　　　　　名所記

改正東京名所案内

明治23（1890）

80×180ミリ1巻1冊28丁銅板
題簸：原・永島春曉編改正東京名所案内全表紙：
原・柿色＝卍繋ぎ型押し

構成：全図1、序（隅の家主人）・目録1、本文26

刊記：明治廿三年二月十七目印刷・出版、印刷兼発行

者地本錦絵團扇問屋東京市神田区鍛冶町5番地清水
屋長谷川常治郎。

印記1ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：昭和7年11月29目寄託、三井ラベル「C211・
新・117」

Y2336－007

東京名所図絵

明治23（1890）

147×96ミリ1巻1冊27丁銅版
題籏：原・東京名所圖給（打付け）

構成：略図・里程1、本文50p、広告・刊記1

案内記

刊記：明治二十三年二月二十四目印刷、同月二十五
日出版、発行者東京京橋区中橋和泉町4番地木田吉
太郎、印刷者目本橋区浜町2丁目11番地合田嘉吉、
発売所京橋区中橋和泉町4番地東雲堂、売捌所名古
屋市本町通6丁目東雲堂本店。
印記1太田・ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

3，地　誌　3．地誌136．東京都／　〔213〕

備考：後ろ表紙に「山本」（墨書）。三井ラベル「C211・

新・124」、昭和7年

Y2336－008　　　　　　　　　　　　　案内記

東京名勝独案内

明治23（1890）

117×118ミリ1巻1冊26丁銅板
題籏：原・東京名勝猫案内全表紙：原・黄色：布目地
に網目型押し

構成：序1（明治廿三亥の春編者）、本文25

刊記：明治廿三年三月印刷・出版、印刷兼発行者深川
屋尾関トヨ（目本橋区若松町15番地）、豊栄堂蔵（封
面）、売捌本石町上田屋・馬喰町2山口屋、三好町大
川屋・横山町辻文・通4丁目金桜堂・小伝馬町近園・両
国大平・馬喰町4木宗・同2萬屋・茅町松成堂。
印記1酒（Oに「い」）熊本市通町四ツ角伊倉屋・ウサギ・

しんまちみついけ・三井文庫。

備考：定価金25銭。後ろ表紙に「明治二拾五壬辰年八
月十日通町伊倉屋本宅」（墨書）。昭和7年7月23目
寄託、三井ラベル「C211・新・118」

Y2336－009－01　　　　　　　　　　　　名所記

東京名所鑑上
明治25（1892）

180×128ミリ3巻3冊98丁銅板
題籏：原・東京名所鑑上表紙：原・白色：銀砂子散ら
し地に卍繋ぎ型押し

構成1序1（明治廿五年六月福羽美静）識2（佐々木信
綱）凡例2（雪廼舎相澤血）目次12、本文81

刊記：佐々木弘綱閲・相澤北著、発行書璋東崖堂（封
面）。

印記＝三井文庫。

備考：三井ラベル「C211・130」

Y2336－009－02　　　　　　　　　　　　名所記

東京名所鑑中
（1892年）

181×128ミリ99丁銅板
題籏：原・東京名所鑑中表紙：原・白色：銀砂子散ら
し地に卍繋ぎ型押し
印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「C211・130」

Y2336－009－03　　　　　　　　　　　　名所記

東京名所鑑下
明治25（1892）

181×128ミリ88丁銅板
題籏：原・東京名所鑑下表紙：原・白色：銀砂子散ら
し地に卍繋ぎ型押し

刊記1明治廿五年九月印刷・出版、著者相澤血（北豊

島郡板橋町2667番地）、発行兼印刷者富田彦次郎
（京橋区桶町1番地）、書雛東崖堂。
印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「C211・130」



題簸：後・相山豆海温泉名勝志草稿上表紙：後・薄
茶色：瓢箪型押し

構成：凡例1（文化紀元甲子藤原縣麻呂）、本文33
印記：只誠蔵・宗辰所集・三井家3。

備考1草稿。付箋多数。1丁目丁間に付箋2枚あり。序
の後にr弘化の今に至候て…」とある。前表紙にrホニ
百七十九」（貼紙）と「ホ印二百七十九ノ三冊」、メモ
「C238」

XO337－002－02　　　　　　　　　　　　相模
［箱根熱海温泉名勝図会　中］

（1844年）

279×201ミリ30丁写本
題籏＝後・相山豆海温泉名勝志草稿中表紙：後・薄
茶色：瓢箪型押し

印記：只誠蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋多数。

XO337－002－03（1）　　　　　　　　　　　相模

［箱根熱海温泉名勝図会　下］

（1844年）

279×202ミリ9丁写本
題簸：後・相山豆海温泉名勝志草稿下表紙：後・薄
茶色：瓢箪型押し

構成：本文9、付録6
印記：只誠蔵・宗辰所集・三井家3。

備考＝草稿。付箋多数。

相模XO337－002－03（2）

［箱根熱海温泉名勝図会　付録］

（1844年）

6丁写本
備考：草稿。

XO337－003　　　　　　　　　　　相模・案内記

箱根七湯温泉図会
弓ムイヒ4（1847）

251×167ミリ1巻1冊19丁写本
題籏：原・箱根七湯温泉圖彙完（墨書）表紙：原・薄

茶無地
構成：序1（文弥主人）・自序2（弄花山人）、本文16

刊記1弘化四丁未歳、小梅邑板元風酔堂円助・小舩町
弐丁目村上喜右衛門・下谷廣徳寺前和泉屋庄次郎。
印記：多計廼舎所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「四百（カ）」（以下破れ）

相模・案内記
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文久2（序）（1862）

225×154ミリ1巻1冊47丁整版
題籏：原・珍事五ヶ国横濱はなし表紙：原・横刷毛目

構成：序1（文久二戌とし葉月吉辰松伯）、図2、本文

44
刊記：元町四丁目横丁とりつき杵屋米八、但前田橋ト西
の橋ノ間。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

3．地誌〔214〕

3，地誌137．神奈川県1

×0337－001－01　　　　　　　　　　　　　武蔵

神奈川砂子　1
（1837年）

279×194ミリ5巻5冊25丁写本
題簸：原・神奈川砂子一表紙：後・生成
構成：遊紙2、序3（文政7年8月飯田徐風、煙管亭喜
荘記）、凡例2（煙管亭）、本文17、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3・三井文庫。

備考：表紙ほかの裏打ちに反古文書・板本を使用。

XO337－001－02　　　　　　　　　　　　　武蔵

神奈川砂子　2
（1837年）

280×195ミリ20丁写本
題簸：原・神奈川砂子二表紙：後・生成
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：表紙ほかの裏打ちに反古文書・板本を使用。

XO337－001－03　　　　　　　　　　　　　武蔵

神奈川砂子　3
（1837年）

280×194ミリ30丁写本
題籏：原・神奈川砂子三表紙：後・生成

構成：遊紙1、本文29
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：表紙ほかの裏打ちに反古文書・板本を使用。

XO337－001－04　　　　　　　　　　　　　武蔵

神奈川砂子　4
（1837年）

281×195ミリ15丁写本
題籏：原・神奈川砂子四表紙：後・生成

構成＝遊紙1、本文14
印記：宗辰所集・三井家3。
備考＝表紙ほかの裏打ちに反古文書・板本を使用。

XO337－001－05　　　　　　　　　　　　相模

神奈川砂子　5
天保8（写）（1837）

280×194ミリ22丁写本
題籏＝原・神奈川砂子五表紙：後・生成
構成：遊紙1、本文21
刊記：金騨仲ノ街住煙管亭喜荘書、文政七甲申穐八月

出成、今天保八丁酉年八月借需写之、此冊予敢非為
徴、唯幼童慰弄是、為成一巽、又徒然之折者為無益眠
寝、不厭墨紙、走禿筆写而巳、作者茂又威心哉、重緒
述。

印記：宗辰所集・三井家3・三井文庫。

備考：表紙ほかの裏打ちに反古文書・板本を使用。

XO337－002－01　　　　　　　　　　　　相模
［箱根熱海温泉名勝図会　上］

弘化年間（1844）

279×200ミリ4巻4冊（3冊に合綴）34丁写本



〔215〕地誌3．地誌／37．神奈川県13

石忠一叔貫参補。

印記：本居蔵書・本居文庫。

Y1337－001－03　　　　　　　　　　　　相模
新編鎌倉志　2上
（1685年）

271×177ミリ42丁整版
題簸：原・新編鎌倉志二之上表紙：後・小豆色：無地

構成：目録3、本文1～39
印記：本居蔵書・本居文庫。

Y1337－001－04　　　　　　　　　　　　相模
新編鎌倉志　2下
（1685年）

271×176ミリ48丁整版
題簸：原・新編鎌倉志二之下表紙：後・小豆色：無地

構成：本文40～87
印記：本居蔵書・本居文庫。

Y1337－001－05　　　　　　　　　　　　相模
新編鎌倉志　3上
（1685年）

271×177ミリ47丁整版
題簸：原・新編鎌倉志三之上表紙：後・小豆色：無地

構成：目録2、本文1～45
印記：本居蔵書・本居文庫。

Y1337－001－06　　　　　　　　　　　　相模
新編鎌倉志　3下
（1685年）

272×176ミリ47丁整版
題籏＝原・新編鎌倉志三之下表紙：後・小豆色：無地

構成＝本文46～92
印記：本居蔵書・本居文庫。

Y1337－001－07　　　　　　　　　　　　　相模

新編鎌倉志　4
（1685年）

271×178ミリ46丁整版
題籏：原・新編鎌倉志四表紙：後・小豆色：無地
構成：目録2、本文44
印記：本居蔵書・本居文庫。

備考：酸性紙の鉄に入る。

Y1337－001－08　　　　　　　　　　　　相模

新編鎌倉志　5
（1685年）

270×177ミリ26丁整版
題簸：原・新編鎌倉志五表紙：後・小豆色：無地
構成：目録2、本文24
印記：本居蔵書・本居文庫。

相模
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備考：巌松堂書店のラベルあり。昭和5年12月6目
三井ラベル「C212・新・31」、昭和5年12月6目

相模・紀行XO337－005－01

浦賀見聞誌　乾

268×185ミリ2巻2冊28丁写本
題簸：原・浦賀見聞誌乾表紙：原・横刷毛目
印記：大橋・笛償・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホO（朱）二百廿六／弐冊」（下ヶ札）お

よび「ホニ百廿六」と思われるが貼紙。

相模・紀行XO337－005－02

浦賀見聞誌　坤

267×184ミリ　22丁写本
題籏：原・浦賀見聞誌坤表紙：原・横刷毛目
刊記：年夏友人相馬氏用事有て相州より上総へ旅行の
折柄武相及ひ房総の海浜を巡り覧して当時水船妨禦の
守衛厳しきを一覧し且大江戸余光を以て近郷に至る
迄の警□となるを色々見る処の端々を記し壱冊になし
筥中に納め忘レそなへしを借得てひそかに書記ス狸二
他見を不許もの也。

印記＝大橋・笛償・宗辰所集・三井家3。

XO337－006　　　　　　　　　　　　　相模・紀行

観音崎記

269×185ミリ1巻1冊51丁写本
題簸：原・観音嵜記全（打付）表紙：原・横刷毛目

構成：本文50、遊紙1

印記1紫水館林田氏図書記・宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙見返しに「大師河原」（下ヶ札）。前表紙に

「ホ四百六十九」（貼紙）と「丸（朱）ホ印四百六十九壱
冊」（下ヶ札）。

Y1337－001－01　　　　　　　　　　　　相模
［新編鎌倉志　首］

貞享2（1685）

271×177ミリ9巻9冊（12冊に分冊）41丁整版
題簸：原・新編鎌倉志序総目全二冊表紙：後・小豆
色：無地

構成：序13（貞享乙丑穀雨之月崔山野節、甲子小春
野・大明東皐心越濤、貞享甲子力石忠一）凡例3、引用

書目7、総目16、巻1目録2
刊記：洛陽書騨柳枝軒蔵版（封面）。

印記：本居蔵書・本居文庫。

備考：酸性紙の帳に入る

Y1337－001－02　　　　　　　　　　　　相模

新編鎌倉志　1
（1685年）

271×177ミリ36丁整版
題簸：原・新編鎌倉志一表紙：後・小豆色＝無地

構成：本文36
刊記：河井恒久友水父編述・村松清之伯胤父考訂・カ



Y2337－001　　　　　　　　　　　　　案内記

箱根温泉誌

明治20（1887）

122×88ミリ1巻1冊54丁銅版
題簸：原・清水市次郎編輯箱根温泉誌全表紙：原・
灰色：格子縞

構成：七湯図2、105P
刊記：明治二十年八月四目版権免許、同年九月発免、

編輯人東京府平民清水市次郎（京橋区加賀町11番
地）、出版人同辻本九兵衛（同区南伝馬町1町目10番
地）、売捌所伊勢屋治郎兵衛（相州小田原緑町1丁目）

石寿堂本多復吉。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和6年7月28目寄託、三井ラベル「C212・新・

24」

3．地誌／38．伊豆七島・豆南小笠原島1

×0338－001－01　　　　　　　　　　伊豆・村明細

伊豆諸島記　上

安永3（1774）

264×185ミリ3巻3冊36丁写本
題簸：原・伊豆諸嶋記上表紙：原・水色：卍繋ぎ型押

し

刊記：右者私御代官所伊豆国付島》様子概書書面之
通御座候以上、安永三午年三月江川太郎左衛門。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C211・新14」

XO338－001－02　　　　　　　　　　伊豆・村明細

伊豆諸島記　中
（1774年）

265×185ミリ27丁写本
題簸二原・伊豆諸嶋記中表紙：原・水色：卍繋ぎ型押

し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C211・新14」

XO338－001－03　　　　　　　　　　伊豆・村明細

伊豆諸島記　下
（1774年）

265×185ミリ31丁写本
題簸：原・伊豆諸嶋記下表紙：原・水色：卍繋ぎ型押

し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C211・新14」

XO338－002－01　　　　　　　　　　　　　伊豆

伊豆海島記　1
寛政3（序）（1791）

276×189ミリ3巻3冊72丁写本
題籏：原・伊豆海島記壱（打付）表紙1原・布目地格

子刷毛目
構成：遊紙1、本文71
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「O（朱）ホ印百五十九／三冊」（下ヶ札」。

〔216〕3．地誌

270×177ミリ38丁整版
題簸：原・新編鎌倉志六表紙1後・小豆色：無地

構成：目録2、本文36
印記：本居蔵書・本居文庫。

Y1337－001－10　　　　　　　　　　　　相模

新編鎌倉志　7上
（1685年）

270×177ミリ27丁整版
題簸：原・新編鎌倉志七之上表紙：後・小豆色：無地

構成：目録3、本文1～24
印記：本居蔵書・本居文庫。

Y1337－001－11　　　　　　　　　　　　相模

新編鎌倉志　7下
（1685年）

270×177ミリ33丁整版
題簸：原・新編鎌倉志七之下表紙：後・小豆色：無地

構成：本文25～57
印記：本居蔵書・本居文庫。

Y1337－001－12　　　　　　　　　　　　相模

新編鎌倉志　8
貞享2（賊）（1685）

270×177ミリ36丁整版
題籏：原・新編鎌倉志八表紙：後・小豆色1無地
構成二目録2、本文32、賊2（貞享二年歳次乙丑八月吉

旦・柳枝軒茨木方淑識）

印記：本居蔵書・本居文庫。

Y1337－002　　　　　　　　　　　　名所案内

江の島・金沢　鎌倉名所記

明治6（1873）

217×145ミリ1巻1冊7丁整版
題簸：原・江の嶋金澤鎌倉名所記全（打付）表
紙：原・生成

刊記：明治六年発行鎌倉住戸川蔵版。
印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：仮綴じ。パンフレット。

記：明治二十年七月六日御届、同年同月出版、著作

出版人神奈川県士族佐藤忠蔵（武蔵久良岐郡三分
1661番地）、発免人北畠茂兵衛（東京目本橋区通1
目15番地）・吉川伊兵衛（神奈川県下横浜区弁天通
丁目）・東屋安右衛門（同県下金沢）・千代本茂左衛

（同県下金沢）。

記：宗辰所集・三井家3。

考：定価金18銭。前表紙に下ヶ札の跡あり



　　　　　3，地誌3．地誌／40．北陸地方！〔217

×0338－004－02

八丈奇談　　地

274×197ミリ43丁写本
題籏：原・八丈奇談地（打付）表紙：原・山鳩色：無地

構成：遊紙1、本文42
印記：赤季奄図書印。

XO338－004－03

八丈奇談人

274×197ミリ67丁写本
題簸：原・八丈奇談人（打付）表紙：原・山鳩色：無地

構成：遊紙1、本文65、遊紙1
印記：赤季巷図書印。

Y1338－001－01　　　　　　　　　　　伊豆・紀行

伊豆日記　乾
文政4（序）（1821）

262×191ミリ1巻1冊（2冊に分冊）48丁整版
題簸：原・文化七年旅行伊豆日記乾表紙：後・水
色：布目地型押し

構成：序6（文政四年辛巳冬十二月綾瀬亀田長・大石
千引・六樹園主人石川雅望）・本文42
印記：中井氏珍蔵・宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ九十壱」（貼紙）と「ホロ九□」（破損、

下ケ札）。

Y1338－001－02　　　　　　　　　　　伊豆・紀行

伊豆日記　坤
文政4（践）（1821）

263×191ミリ48丁整版
題籏：原・文化七年旅行伊豆日記坤表紙：後・水
色：布目地型押し

構成：本文47、賊1（文政辛巳季冬大簡野田宜冨）
刊記二こハ文化七年のとしかのとのひつじ時雨月十目あ

まり六日つけな散有たる冨秋園あるし海若子創厭師
鈴木栄次郎。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1338－002　　　　　　　　　　　伊豆・巡見使

南汎録　土

天保10（1839）

228×151ミリ1巻1冊34丁整版
題簸：原・南汎録土表紙：原・薄茶色無地

構成：序4（天保己亥清明後三目鎮西藤直與・天保己
亥歳清明後一日益城松崎復）、本文29、践1
刊記：蓬翁用九（巻頭）、可也簡堂（柱刻）。

印記1三井文庫。

備考：後ろ表紙にr雑書十六番」（下ケ札）。

3．地誌ノ40．北陸地方1

×0340－001－01　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧　1］
寛政11（序）（1799）

三井ラベル「C211・新・13」、「同番號三冊之内一」（朱
書）。一名「南方海島志」。

XO338－002－02　　　　　　　　　　　　　伊豆

伊豆海島記　2
（1791年）

276×189ミリ42丁写本
題簸：原・伊豆海島記弐（打付）表紙：原・布目地格
子刷毛目
印記：宗辰所集・三井家3。

備考1三井ラベルrC211・新・13」、r同番號三冊之内
二」（朱書）

XO338－002－03　　　　　　　　　　　　　伊豆

伊豆海島記　3
（1791年）

276×189ミリ43丁写本
題簸＝原・伊豆海島記三（打付）表紙：原・布目地格
子刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：三井ラベルrC211・新・13」、r同番號三冊之内
三」（朱書）

XO338－003（1）　　　　　　　　　　　　　伊豆

南方海島志　上
寛政3（序）（1791）

273×197ミリ3巻3冊（1冊に合綴）102丁写本
題籏：原・南方海島志上中下表紙1原・横縞
構成：序1（寛政辛亥歳冬11月豆州冨南秋山章）、目
録1

印記＝菅谷蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口に「海島志」（墨書）。前表紙に「O（朱）ホ

印四百七十八／壱冊」（下ヶ札）。三井ラベルrC211・新・
9」。

伊豆XO338－003（2）

南方海島志　中

（1791年）

写本

伊豆XO338－003（3）

南方海島志　下
（1791年）

写本
構成＝本文99、蹟1（甲州武田善政

XO338－004－01

八丈奇談　　天

274×198ミリ3巻3冊66丁写本
題籏：原・八丈奇談天（打付）表紙1原・山鳩色：無地
構成：遊紙1、本文65
印記：赤季蕃図書印。

備考：後ろ表紙見返しに「□（朱）第十四番三冊（朱
印）」。



XO340－001－08　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧付録　2］
（1799年）

265×187ミリ42丁写本
題簸：後・加越能三州志廿五表紙：後・横刷毛目

構成：目録1、本文41
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書・間紙あり、罫紙使用。

XO340－001－09　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧付録　3］

（1799年）

265×187ミリ37丁写本
題簸：後・加越能三州志廿六表紙：後・横刷毛目

構成：目録1、本文36
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書・間紙あり、罫紙使用。

XO340－001－10　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧付録　4］

（1799年）

265×186ミリ50丁写本
題簸：後・加越能三州志廿七表紙：後・横刷毛目
構成：目録1、本文48、賊1（平の景周）

印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書・間紙あり、罫紙使用。

XO340－002－01　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧　1］
寛政11（序）（1799）

265×180ミリ6巻6冊48丁写本
題籏：原・三州志来因概覧一（打付）表紙：原・薄茶
色：無地

構成：自叙3（寛政己未春三月初五目・富田景周）、目

次1、本文44
刊記：加賀州金沢富田景周編輯（巻頭）。

印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－002－02　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧　2］

（1799年）

265×180ミリ38丁写本
題簸：原・三州志来因概覧二表紙：原・薄茶色：無地
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－002－03　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧　3］
（1799年）

265×180ミリ38丁写本
題簸：原・三州志来因概覧三表紙：原・薄茶色：無地
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－002－04　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧　4］

（1799年）

3．地誌〔218〕

265×187ミリ10巻10冊43丁写本
題簸：後・加越能三州志十八表紙：後・横刷毛目
構成：自叙3（寛政己未春三月初五目富田景周）、目録

1、本文39
印記＝金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書・間紙あり、罫紙使用。

XO340－001－02　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧　2］
（ユ799年）

266×187ミリ37丁写本
題籏：後・加越能三州志十九表紙1後・横刷毛目
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書・間紙あり、罫紙使用。

XO340－001－03　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧　3］
（1799年）

266×187ミリ31丁写本
題籏：後・加越能三州志廿表紙：後・横刷毛目
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書・間紙あり、罫紙使用。

XO340－001－04　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧　4］

（1799年）

266×187ミリ23丁写本
題簸二後・加越能三州志廿一表紙：後・横刷毛目
印記1金澤學校・宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。付箋・朱書・間紙あり、罫紙使用。

XO340－001－05　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧　5］

（1799年）

265×187ミリ29丁写本
題籏：後・加越能三州志廿二表紙：後・横刷毛目
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書・間紙あり、罫紙使用。

XO340－001－06　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧　6］

（1799年）

265×187ミリ34丁写本
題籏：後・加越能三州志廿三表紙：後・横刷毛目
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書・間紙あり、罫紙使用。

XO340－001－07　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧付録　1］

（1799年）

265×187ミリ37丁写本
題簸：後・加越能三州志廿四表紙：後・横刷毛目

構成1目録1、本文36
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書・間紙あり、罫紙使用。
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XO340－003－05　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　故嘘考　5］

（1801年）

264×186ミリ32丁写本
題簸：後・加越能三州志三十二表紙＝後・横刷毛目
構成：目録2、本文30
印記＝金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書・間紙あり、罫紙使用。

XO340－004－01　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　故壇考　1］

寛政13（序）（1801）

265×180ミリ6巻6冊44丁写本
題簸：原・三州志故壇考一表紙：原・薄茶色：無地
構成：叙3（富田景周撰、寛政十三年春二月望）、目録

2、本文39
刊記：加賀州金沢富田景周編輯（巻頭）。

印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－004－02　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　故壇考　2］

（1801年）

265×180ミリ31丁写本
題簸1原・三州志故壇考二表紙：原・薄茶色：無地
構成：目録2、本文29
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－004－03　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　故嘘考　3］

（1801年）

265×180ミリ29丁写本
題籏：原・三州志故壌考三表紙：原・薄茶色：無地
構成：目録2、本文27

印記1田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－004－04　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　故嘘考　4］

（1801年）

265×180ミリ36丁写本
題簸：原・三州志故塊考四表紙：原・薄茶色：無地
構成：目録2、本文34
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－004－05　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　故壇考　5］

（1801年）

265×180ミリ31丁写本
題簸：原・三州志故壇考五表紙：原・薄茶色：無地
構成：目録2、本文29
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

越中・能登・加賀XO340－004－06

［越登賀三州志　故壇考　6］

（1801年）

265×180ミリ14丁写本

265×180ミリ25丁写本
題簸：原・三州志来因概覧四表紙：原・薄茶色：無地
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－002－05　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧　5］
（1799年）

265×181ミリ34丁写本
題籏：原・三州志来因概覧五表紙：原・薄茶色：無地
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－002－06　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧　6］
（1799年）

265×181ミリ37丁写本
題籏：原・三州志来因概覧六表紙：原・薄茶色：無地
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：松雲公収集書

XO340－003－01　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　故壇考　1］

寛政13（序）（1801）

264×187ミリ5巻5冊43丁写本
題簸：後・加越能三州志廿八表紙：後・横刷毛目
構成：国字叙3（富田景周・寛政十三年春二月望）、目
録2、本文38
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書・問紙あり、罫紙使用。

XO340－003－02　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　故壇考　2］

（1801年）

264×186ミリ31丁写本
題簸：後・加越能三州志廿九表紙：後・横刷毛目
構成：目録2、本文29

印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考1草稿。付箋・朱書・間紙あり、罫紙使用。

XO340－003－03　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　故嘘考　3］

（1801年）

264×186ミリ27丁写本
題簸：後・加越能三州志三十表紙：後・横刷毛目
構成：目録2、本文25
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書・間紙あり、罫紙使用。

XO340－003－04　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　故壇考　4］

（1801年）

264×186ミリ31丁写本
題簸1後・加越能三州志三十一表紙：後・横刷毛目
構成：目録2、本文29
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書・間紙あり、罫紙使用。



題籏：後・加越能三州志六表紙：後・横刷毛目

構成1目録1、本文35
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書多数、合紙あり。

XO340－005－07　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　7］

（1805年）

266×189ミリ36丁写本
題簸：後・加越能三州志七表紙：後・横刷毛目

構成1目録1、本文35
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書多数、合紙あり。

XO340．005－08　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　8］

（1805年）

266×189ミリ38丁写本
題籏：後・加越能三州志八表紙：後・横刷毛目

構成：目録1、本文37
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書多数、合紙あり。

XO340－005－09　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　9］

（1805年）

267×189ミリ29丁写本
題簸：後・加越能三州志九表紙：後・横刷毛目

構成＝目録1、本文28
印記＝金澤學校・宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。付箋・朱書多数、合紙ありざ

XO340－005－10　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　10］

（1805年）

266×188ミリ41丁写本
題簸：後・加越能三州志十表紙：後・横刷毛目

構成：目録1、本文40
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書多数、合紙あり。

XO340．005－11　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　11］

（1805年）

266×188ミリ25丁写本
題籏：後・加越能三州志十一表紙：後・横刷毛目

構成：目録1、本文24
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考1草稿。付箋・朱書多数、合紙あり。

XO340－005－12　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　12］

（1805年）

266×188ミリ51丁写本
題簸：後・加越能三州志十二表紙：後・横刷毛目

構成＝目録1、本文50

〔220〕3．地誌

題籏：原・三州志故塊考六表紙：原・薄茶色：無地

構成：目録1、本文13
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－005－01　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　1］

文化2（1805）

265×190ミリ17巻17冊34丁写本
題簸：後・加越能三州志一表紙：後・横刷毛目
構成：自叙9（寛政十年春三月三目・加賀國臣富田景
周）、疏2（文化二年二月十五日景周）凡例6（寛政甲寅

四月五目、景周再識）、巻1目録1、本文16
刊記：加賀州金澤富田景周編輯。
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書多数、合紙あり。

XO340－005－02　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　2］

（1805年）

265×190ミリ39丁写本
題籏：後・加越能三州志二表紙：後・横刷毛目

構成：目録1、本文38
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書多数、合紙あり。

XO340－005－03　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　3］

（1805年）

265×189ミリ27丁写本
題籏：後・加越能三州志三表紙：後・横刷毛目

構成：目録1、本文26
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書多数、合紙あり。

XO340－005－04　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　4］

（1805年）

266×190ミリF29丁写本
題籏、後・加越能三州志四表紙：後・横刷毛目

構成：目録1、本文28
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書多数、合紙あり。

XO340－005－05　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　5］

（1805年）

266×190ミリ35丁写本
題籏：後・加越能三州志五表紙：後・横刷毛目

構成：目録1、本文34
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書多数、合紙あり。

越中・能登・加賀XO340－005－06

［越登賀三州志　余考　6］

（1805年）

266×190ミリ36丁写本


