
〔221〕地　誌　3．地誌140．北陸地方13

（文化二年春二月十五目景周）、凡例7、巻1目録1、

本文18
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。

備考＝前表紙にrホニ百廿八」（貼紙）とrホニ百廿八／三

十七巻」（下ヶ札）

XO340－006－02　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　2］

（1805年）

265×180ミリ43丁写本
題簸：原・三州志鍵嚢鯨考二表紙1原・薄茶色1無地
構成：目録1、本文42
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－006－03　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　3］

（1805年）

265×180ミリ31丁写本
題簸：原・三州志礎嚢鯨考三表紙：原・薄茶色：無地

構成：目録1、本文30
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－006－04　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　4］

（1805年）

265×181ミリ36丁写本
題簸：原・三州志縫嚢鯨考四表紙：原・薄茶色：無地

構成：目録1、本文35
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－006－05　　　　　　　　趣中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　5］

（1805年）

265×181ミリ39丁写本
題籏：原・三州志腱嚢鯨考五表紙：原・薄茶色：無地

構成：目録1、本文38
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－006－06　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　6］
（1805年）

265×181ミリ48丁写本
題簸：原・三州志機嚢鯨考六表紙：原・薄茶色：無地

構成：目録1、本文47
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－006－07　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　7］
（1805年）

265×181ミリ41丁写本
題簸：原・三州志腱嚢鯨考七表紙＝原・薄茶色1無地

構成：目録1、本文40
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

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。

XO340－005－13　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　13］

（1805年）

265×188ミリ56丁写本
題簸：後・加越能三州志十三表紙：後・横刷毛目

構成：目録1、本文55
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、罫紙使用。

XO340－005－14　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　14］

（1805年）

266×188ミリ35丁写本
題簸：後・加越能三州志十四表紙：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。

XO340－005－15　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　15】

（1805年）

266×188ミリ31丁写本
題簸：後・加越能三州志十五表紙1後・横刷毛目

構成：目録1、本文30
印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書多数、合紙あり。

XO340－005－16　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　16］

（1805年）

267×188ミリ48丁写本
題簸：後・加越能三州志十六表紙：後・横刷毛目

構成：目録1、本文47
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。

XO340－005－17　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　17］

（1805年）

266×188ミリ50丁写本
題籏：後・加越能三州志十七表紙＝後・横刷毛目
構成＝目録3、本文46、賊1（寛政八年五月望・小子景
燥〉

印記：金澤學校・宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。付箋・朱書多数、問紙あり。

XO340－006－01　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　1］

文化2（1805）

265×180ミリ17巻17冊38丁写本
題簸：原・三州志腱嚢餓考一表紙：原・薄茶色：無地

構成：自叙10（寛政十年春三月二目、朝散大夫従五位
下加賀国臣越後守平重政九世孫富田景周撰）、疏2



簸：原・三州志鍵嚢鯨考十四表紙：原・薄茶色：無

成：目録1、本文41
記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

題
地
構
印

XO340－006－15　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　15］
（1805年）

265×181ミリ37丁写本
題簸：原・三州志縫嚢鯨考十五表紙：原・薄茶色：無

地

構成：目録1、本文36
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－006－16　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　16］

（1805年）

265×181ミリ58丁写本
題簸：原・三州志腱嚢鯨考十六表紙：原・薄茶色：無
地

構成1目録1、本文57
印記＝田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－006－17　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　17］

（1805年）

265×181ミリ50丁写本
題簸：原・三州志腱嚢鯨考十七表紙：原・薄茶色：無
地

構成：目録3、本文47
印記＝田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－007－01　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　本封叙次考　1］

（1819年）

264×187ミリ2巻2冊27丁写本
題簸：後・加越能三州志三十六表紙：後・横刷毛目
構成：序（文化九年仲秋秋二十有八目）1、本文26
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：付箋・間紙あり。

XO340－007－02　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　本封叙次考　2］

（1812年）

264×187ミリ20丁写本
題簸：後・加越能三州志三十七表紙：後・横刷毛目
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：付箋・間紙あり。

XO340－008－01　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧付録　1】
（1812年）

265×181ミリ5巻5冊46丁写本
題籏：後・三州志来因概覧附録一（打付）表紙：原
薄茶色：無地

構成：目録1、本文45

誌地3〔222〕

XO340－006－08　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　8］

（1805年）

265×180ミリ50丁写本
題簸：原5三州志腱嚢鯨考八表紙：原・薄茶色：無地

構成：目録2、本文48
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－006－09　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　9］
（1805年）

265×180ミリ34丁写本
題簸：原・三州志鍵嚢鯨考九表紙：原・薄茶色：無地

構成：目録1、本文33
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－006－10　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　10］

（1805年）

265×181ミリ49丁写本
題籏：原・三州志鍵嚢鯨考十表紙：原・薄茶色：無地

構成：目録1、本文47
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－006－11　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　11］
（1805年）

265×180ミリ29丁写本
題簸：原・三州志腱棄鯨考十一表紙：原・薄茶色＝無

地

構成：目録1、本文28
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－006－12　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　12］

（1805年）

266×181ミリ57丁写本
題籏二原・三州志腱嚢鯨考十二表紙1原・薄茶色：無

地

構成：目録2、本文55
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－006－13　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　13］

（1805年）

265×181ミリ54丁写本
題籏：原・三州志鍵嚢鯨考十三表紙：原・薄茶色：無
地

構成：目録1、本文53
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－006－14　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　余考　14］
（1805年）

265×181ミリ42丁写本



〔223〕3．地誌3，地誌／40．北陸地方ノ

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：付箋・間紙あり。

XO340－009－03　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　図譜邨籍　3］
（1819年）

264×186ミリ40丁写本
題籏：後・加越能三州志三十五表紙：後・横刷毛目
構成：目録3、本文37

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：付箋・間紙あり。

XO340－010－01　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　図譜邨籍　1］

文政2（1819）

265×181ミリ3巻3冊20丁写本
題簸：原・三州志圖譜邨籍一表紙：原・薄茶色：無地
構成：序1（文政己卯臓月十目・七十四齢富田景周識）

目録2、本文17
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。

備考：欄外に「天保年中」の書入あり。

XO340－010－02　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　図譜邨籍　2］
（1819年）

266×181ミリ22丁写本
題籏：原・三州志圖譜邨籍二表紙：原・薄茶色：無地
構成：目録3、本文19

印記1田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－010－03　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　図譜邨籍　3］
（1819年）

265×181ミリ21丁写本
題籏：原・三州志圖譜邨籍三表紙：原・薄茶色1無地

構成1目録3、本文18
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－011　　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　沿革図伝］

（1819年）

264×187ミリ1巻1冊37丁写本
題籏：後・加越能三州志三十八表紙：後・横刷毛目
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。付箋・間紙あり。

XO122－011（2）

［北国巡杖記書抜］

天保7（写）（1836）

6丁写本
刊記：巡杖記ハ加賀之俳人北重之著述又五冊アリ
天保七年丙申二月中旬写（19丁裏）。
印記：本居文庫・本居蔵書・三井文庫。

備考：三井ラベル「B230・58」。書誌情報は
XO122・011（1）［辻勘兵衛古書之写］を参照。

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。

XO340－008－02　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧付録　2］
（1812年）

266×181ミリ49丁写本
題籏：原・三州志来因概覧附録二表紙＝原・薄茶色
無地

構成1目録1、本文48
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－008－03　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧付録　3］
（1812年）

266×180ミリ38丁写本
題簸：原・三州志来因概覧附録三表紙：原・薄茶色
無地
構成：目録1、本文37

印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－008－04　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧付録　4］
（1812年）

266×181ミリ40丁写本
題簾＝原・三州志来因概覧附録四表紙：原・薄茶色
無地
構成：目録1、本文39
印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

XO340－008－05　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　来因概覧付録　5］
文化9（践）（1812）

266×181ミリ41丁写本
題簸二原・三州志来因概覧附録五表紙：原・薄茶色
無地
構成：目録1、本文38、践2（文化さるの冬・平の景周）

印記：田代氏蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：内容は江戸・京などの屋敷書上。

　越中・能登・加賀
1］

XO340－009－01

［越登賀三州志　図譜邨籍

文政2（序）（1819）

264×186ミリ3巻3冊20－
題簸：後・加越能三州志三十
構成二序1（文政己卯臓月十
偏に周＞識）目録2、本文17
印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：付箋・聞紙あり。
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XO340－009－02　　　　　　　　越中・能登・加賀

［越登賀三州志　図譜邨籍　2］
（1819年）

263×186ミリ21丁写本
題籏：後・加越能三州志三十四表紙：後・横刷毛目
構成：目録3、本文18



234×175ミリ36丁写本
題簸：原・名跡志加越能表紙：後・灰色：格子縞

構成：遊紙1、本文35
印記：太［コロロ・□賢・宗辰所集・三井家3。

加賀・書上XO340－015－04

［名跡志　4］

234×175ミリ25丁写本
題籏：原・名跡志三州附會表紙：後・灰色：格子縞

構成：遊紙1、本文24
刊記：右三ケ国之内古ヨリ由来郡々致吟味御算場江書
出写。

印記：太□□□・ロ賢・宗辰所集・三井家3。

Y1320－002（2）　　　　　　　　　　　　紀行

［北越七奇］

寛政4（1792）

7丁整版
刊記：水戸長久保氏蔵板！寛政四年壬子冬十二月／発

免書犀江戸東叡山池之端北澤伊八・京誓願寺通御
幸町西入小川太左衛門・大坂高麗橋壼町目　浅野弥
兵衛。

備考1書誌情報はY1320・002（1）［東奥紀行］を参照。

Y1340－002　　　　　　　　　　　　　天皇巡幸

［明治11年聖上北陸御巡幸順路図］

（明治11）（1878）

208×91ミリ1巻1冊32丁整版
題籏：後・明治十一年聖上北陸御巡幸順路圖表紙：
後・藍色無地

印記：三井家同族会図書印。

備考：折本。張り紙（活版刷り）2あり。後ろ表紙見返しに

「大正五年十二，月購求」（朱書）、三井ラベル「B910・

23」

3．地誌ノ41．新潟県／

XO341－001－01　　　　　　　　　　　　　　本草

［佐渡産物図説　1］

享保15（序）（1730）

269×188ミリ4巻4冊29丁写本
題簸＝原・佐渡産物圖説元表紙：原・黄色：小葵（型
押し）

構成：遊紙1、序2（享保庚戌春分目怪国道人）、目録3、

本文23
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：間紙あり。前表紙に「ホニ百九十一／四冊J（下ヶ

札）。三井ラベル「C231・新・4」。

XO341－001－02　　　　　　　　　　　　本草

［佐渡産物図説　2］

（1730年）

269×188ミリ40丁写本
題籏：原・佐渡産物圖説亨表紙：原・黄色＝小葵（型

誌地3〔224〕

XO340－012　　　　　　　　　　　　　　加能越

［加越能名勝志］

天保8（写）（1837）

225×159ミリ3巻3冊（1冊に合綴）81丁写本
題簸：後・三州志全（墨書）表紙：後・薄茶：瓢箪型押

し

構成：上巻54、中巻14、下巻13
刊記：天保八戊戌年春三月写畢、田中維徳。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ印五百六十六1壱冊」（下ヶ札）。

XO340－013　　　　　　　　　加能越・明細書上

［加越能産物等記］

嘉永3（写）（1850）

235×178ミリ1巻1冊40丁写本
題簸＝後・旧加州藩加越能記加越能産物等記（墨書）
表紙：後・灰色：格子縞

構成：遊紙1、本文38、奥書1
刊記：右此一書者極秘之由今度倉前氏より借用写置者
也、嘉永三年弥生月、金蘭亭。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C233・新・22」

XO340－014
［越路の旅行］

安政3（1856）

150×200ミリ1巻1冊69丁写本
題簸1後・越路の旅行表紙：後・白色：流水型押しに松
葉刷り

構成：序2（越路の旅宿に元規自しるす）、本文57、白

　
　
　
　
　
　
　
　

3
越
政
0
簸
刷
成
1
記
記
考
昧

　
　
安
1
5
題
葉
構
紙
刊
印
備
と

：ことし安政三年のなつ五月（巻頭）。

：宗辰所集・三井家3。
1出立地は江戸。前表紙に「ホニ百九十六」（貼紙）

印二百九十六！壱冊」（下ヶ札）。

加賀・書上XO340－015－01

［名跡志　1］

234×175ミリ4巻4冊37丁写本
題籏二原・名跡志［　］表紙：後・灰色1格子縞

構成：遊紙1、本文36
印記：太□□□・□賢・宗辰所集・三井家3。

備考：付箋あり。前表紙にrホ三百壱」（貼紙）とrホ番

号附文三百壱1四巻」（下ヶ札）。

加賀・書上XO340－015－02

［名跡志　2］

234×175ミリ19丁写本
題簸1原・名跡志加賀表紙：後・灰色：格子縞
構成：遊紙1、本文18
印記：太□□［コ・［コ賢・宗辰所集・三井家3。

加能越・書上XO340－015－03

［名跡志　3］
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［佐渡風土記　5］

（1748年）

273×187ミリ18丁写本
題簸：原・佐渡風土記南表紙：原・横刷毛目

構成：遊紙1、目録1、本文16
印記：宗辰所集・三井家3。

XO341－002－03（2）

［佐渡風土記　6］

（1748年）

20丁写本
構成：目録1、本文18、遊紙1

XO341－002－04（1）　　　　　　　　　　　佐渡

［佐渡風土記　7］

（1748年）

273×187ミリ16丁写本
題簸：原・佐渡風土記北表紙：原・横刷毛目
構成＝遊紙1、目録1、本文14
印記：宗辰所集・三井家3。

備考1間紙あり

XO341－002－04（2）

［佐渡風土記　8］

（1748年）

31丁写本
構成：目録1、本文22、上杉系図6、藤田能登守由緒書
1、遊紙1

XO341－003－01　　　　　　　　　　　　越後
［改正越後国全図附録　1］
享和2（序）（1802）

265×191ミリ7巻7冊42丁写本
題籏：原・越後國全圖附録郡名・名所・奮跡一表
紙1後・灰緑色1蜀江型押し
構成：遊紙1、凡例2（享和二年壬戌春越後・医師）、目

次2、巻1本文37
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。秩に入る。裏打ち補修あり。原題簸が丁間

にある。付箋・朱書あり。前表紙にrホ五百廿五」（貼紙）

とrホ印五百廿五／七冊」（下ヶ札）

XO341－003－02　　　　　　　　　　　　越後
［改正越後国全図附録　2］

（1802年）

265×191ミリ38丁写本
題簸＝原・越後國全圖附録山川湊池潟原二表紙：
後・灰緑色：蜀江型押し

印記1宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。裏打ち補修あり。原題簸が丁問にある。付
箋・朱書あり。

越後
3］

XO341－003－03

［改正越後国全図附録

（1802年）

押し）

構成：遊紙1、本文39

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：間紙あり

XO341－001－03

［佐渡産物図説　3］

（1730年）

269×188ミリ44丁写本
題簸：原・佐渡産物圖説利表紙：原・黄色：小葵（型
押し）

構成：遊紙1、本文43

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：間紙あり。1・2巻欠。記事内容は金銀山のこと。

XO341－001－04

［佐渡産物図説　4】

（1730年）

268×188ミリ47丁写本
題籏：原・佐渡産物圖説貞表紙1原・黄色：小葵（型
押し）

構成：遊紙1、本文46

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：間紙あり。1・2巻欠。記事内容は金銀山のこと。

XO341－00～一〇1（1）　　　　　　　　　　　　佐渡

［佐渡風土記　1］

延享5（内容下限）（1748）

272×187ミリ8巻8冊（4冊に合綴）18丁写本
題籏：原・佐渡風土記東表紙：原・横刷毛目

構成：総覧6、巻1目録1、本文11
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホ三十七」とrO（朱）ホ光七／四巻」
（下ケ札）

越後XO341－002－01（2）

［佐渡風土記　2］

（1748年）

20丁写本
構成：目録1、本文19

XO341－002－02（1）　　　　　　　　　　　佐渡

［佐渡風土記　3］

（1748年）

273×186ミリ38丁写本
題簸：原・佐渡風土記西表紙：原・横刷毛目
構成：遊紙1、目録1、本文15
印記：宗辰所集・三井家3。

佐渡XO341－002－02（2）

［佐渡風土記　4］

（1748年）

21丁写本
構成＝目録1、本文19、遊紙1

佐渡XO341－002－03（1）



刊記：北越毘憲橘茂世述、東都柳亭種彦校合。
印記：徳山蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：異筆で最終丁に墨書（「山形輔真握居」）。前表紙

に「ホ百三十八」（貼紙）と「ホ印百三十八／三冊」（下ヶ

札）

越後XO341－004－01（2）

［北越奇談　2］

（1811年）

22丁写本

XO341－004－02（1）　　　　　　　　　　　越後

［北越奇談　3・4］

（1811年）

220×165ミリ29丁写本
題籏：原・北越奇談中表紙：後・栗梅色：鳥唐草型押

し

構成：本文28、遊紙1
印記：徳山蔵書・宗辰所集・三井家3。

越後XO341－004－02（2）

［北越奇談　4］

（1811年）

22丁写本

XO341－004－03（1）　　　　　　　　　　　越後

［北越奇談　5］

（1811年）

220×165ミリ22丁写本
題簸1原・北越奇談下表紙：後・栗梅色：鳥唐草型押

し

構成：巻5本文22、巻6本文17
印記：徳山蔵書・宗辰所集・三井家3。

越後XO341－004－03（2）

［北越奇談　6］

（1811年）

17丁写本
刊記：徳君山莫平写。

考：前表紙に「ホ百八」（貼紙）と「ホO（朱）百八1壱
」（下ケ札）。

誌地3〔226〕

265×191ミリ37丁写本
題籏：原・越後國全圖附録神社部三表紙：後・灰緑
色：蜀江型押し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。裏打ち補修あり。原題籏が丁間にある。付
箋・朱書あり。

XO341－003－04　　　　　　　　　　　　越後

［改正越後国全図附録　4］

（1802年）

266×191ミリ45丁写本
題簸：原・越後國全圖附録佛閣部四表紙：後・灰緑
色：蜀江型押し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考1草稿。裏打ち補修あり。付箋・朱書あり。

XO341－003－05　　　　　　　　　　　　越後

［改正越後国全図附録　5］

（1802年）

266×191ミリ36丁写本
題籏：原・越後國全圖附録城壇部五表紙：後・灰緑
色：蜀江型押し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。裏打ち補修あり。原題籏が丁間にある。付
箋・朱書あり。

XO341－003－06　　　　　　　　　　　　越後

［改正越後国全図附録　6］

（1802年）

265×191ミリ32丁写本
題簸：原・越後國全圖附録人倫・産物・温泉・火井・草

木・塩井・関所・城下陣屋役所・属嶋六表紙：後・灰
緑色：蜀江型押し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。裏打ち補修あり。原題簸が丁間にある。付

箋・朱書あり。

XO341－003－07　　　　　　　　　　　　越後

［改正越後国全図附録　7］
（1802年）

266×191ミリ24丁写本
題簸：原・越後國全圖附録騨路部・雑部七表紙：
後・灰緑色：蜀江型押し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。裏打ち補修あり。原題簸が丁間にある。付

箋・朱書あり。

XO341－004－01（1）　　　　　　　　　　　　越後

［北越奇談　1］

文化8（序）（1811）

220×165ミリ6巻6冊（3冊に合綴）27丁写本
題簸1原・北越奇談上表紙：後・栗梅色：鳥唐草型押
し

構成：序・目録3（文化八年辛未蘭秋柳亭主人種彦・文
化6年初冬明浦漁人林成）、略図2、凡例2（文化八年

北越三条箆脊橘茂世）、巻1本文20



XO341－005（2）

［佐渡事略下］

（1819年）

13丁写本

XO341－005（3）

［佐渡事略　別録］

（1819年）

15丁写本
構成1本文12（壬寅）、論3

XO341－006－01

［佐渡志　1］
（1823）

佐渡

佐渡

渡佐

263×192ミリ7巻7冊26丁写本
題簸：原・佐渡志建置形勝一表紙：原・格子縞刷り
構成：凡例3、目録1、引用書目4、本文18
印記：露木蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホ三百四拾三」（貼紙）とrO（朱）ホ三
百四拾三／七巻」（下ヶ札）

XO341－006－02　　　　　　　　　　　　　佐渡

［佐渡志2］

（1823年）

265×194ミリ61丁写本
題簸：原・佐渡志田土食貨風俗二表紙：原・格子縞
刷り

印記：露木蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙の芯に反古文書を使用。

XO341－006－03　　　　　　　　　　　　佐渡
［佐渡志3］

文政6（内容下限）（1823）

265×192ミリ77丁写本
題籏：原・佐渡志官員武備戸口祥異三表紙：原・格
子縞刷り

印記：露木蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙の芯に反古文書を使用。

XO341－006－04　　　　　　　　　　　　　　佐渡

［佐渡志4］

（1823年）

263×192ミリ36丁写本
題簸1原・佐渡志神祠四表紙：原・格子縞刷り
印記：露木蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙の芯に反古文書を使用。

XO341－006－05

［佐渡志5］

（1823年）

265×193ミリ59丁写本

佐渡

題簸：原・佐渡志佛寺五表紙：原・格子縞刷り
印記：露木蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙の芯に反古文書を使用。
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XO341－006－06　　　　　　　　　　　　佐渡

［佐渡志6］

（1823年）

264×192ミリ52丁写本
題簸：原・佐渡志古跡遷流遺事六表紙：原・格子縞
刷り

印記：露木蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙の芯に反古文書を使用。

XO341－006－07　　　　　　　　　　　　佐渡
［佐渡志7］

（1823年）

263×193ミリ69丁写本
題籏：原・佐渡志物産七表紙：原・格子縞刷り
印記：露木蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：表紙の芯に反古文書を使用。

XO341－007　　　　　　　　　　　越後・見聞記

北越志
嘉永6（写）（1853）

162×237ミリ1巻1冊50丁写本
題簸：原・北越志表紙：後・黄色：花菱繋ぎ（型押し）

刊記：寛政十二庚申初夏ノ頃始テ北越ノ地二入（冒頭）、

嘉永六癸丑年四月写之、山口生。

印記＝宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホ百五十二」（貼紙〉と下ヶ札の跡（rホ

百光七／一巻」が表紙見返しに混入）

XO341－008－01　　　　　　　　　　　　　越後

越後名寄　1

明治1（1868）

252×189ミリ32巻32冊（20冊に合綴）28丁写本
題籏1原・越後名寄一表紙1原・薄茶色：布目地型押
し

構成1自序1（宝暦六丙子年臓月・丸山元純良陳）凡例
3、後序1（丸山兼術）、巻1目録1、本文22
刊記：干時明治元年戊辰仲冬山崎籍之（見返し）、越
後州寺泊丸山元純編集・同州水原市小田島允武校号・
伊勢州神都秦憶丸参補（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：補の部分に「安永中…」の記事。間紙あり。前表
紙に「ホニ百十七」（貼紙）と「ホニ百十七／廿巻」（下ヶ
札）

XO341－008－02　　　　　　　　　　　　　越後

越後名寄　2

（1868年）

252×189ミリ32丁写本
題籏：原・越後名寄二表紙：原・薄茶色：布目地型押
し

構成1巻2目録2、本文30
印記1宗辰所集・三井家3。
備考＝間紙あり

XO341－008－03

越後名寄3
越後



〔228〕3．地誌

（1868年）

253×189ミリ36丁写本
題籏：原・越後名寄三表紙＝原・薄茶色：布目地型押
し

構成：巻3目録2、本文34
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：間紙あり

XO341－008－04　　　　　　　　　　　　越後

越後名寄4
（1868年）

252×188ミリ57丁写本
題簸：原・越後名寄四表紙：原・薄茶色：布目地型押
し

構成：巻4目録3、本文54
印記：宗辰所集・三井家3。

備考1間紙あり

XO341－008－05　　　　　　　　　　　　越後

越後名寄5
（1868年）

252×188ミリ49丁写本
題簸：原・越後名寄五表紙：原・薄茶色1布目地型押
し

構成＝巻5前・後目録3、本文46
印記＝宗辰所集・三井家3。

備考：天明元年の記事あり。本朝通鑑からの引用あり、

間紙あり

XO341－008－06　　　　　　　　　　　　越後

［越後名寄　6・7］

（1868年）

252×188ミリ48丁写本
題籏：原・越後名寄六表紙：原・薄茶色：布目地型押

し

構成：巻6目録3、本文21、巻7目録2、本文22
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：問紙あり

XO341－008－07　　　　　　　　　　　　　　越後

［越後名寄8］
（1868年）

251×186ミリ74丁写本
題簸：原・越後名寄七表紙＝原・薄茶色：布目地型押

し

構成：巻8目録3、本文71
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：寛政元年の記事あり。問紙あり

XO341－008－08　　　　　　　　　　　　　越後

［越後名寄　9・10］

（1868年）

251×187ミリ27丁写本
題籏：原・越後名寄八表紙：原・薄茶色：布目地型押
し

構成1巻9本文23、巻10本文4

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：間紙あり

XO341－008－09　　　　　　　　　　　　　越後

［越後名寄　11・12］
（1868年）

251×186ミリ36丁写本
題籏：原・越後名寄九表紙：原・薄茶色：布目地型押

し

構成：巻11・12本文36
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：間紙あり

XO341－008－10　　　　　　　　　　　　　越後

［越後名寄　13・14］
（1868年）

252×186ミリ45丁写本
題簸：原・越後名寄十表紙：原・薄茶色1布目地型押
し

構成＝巻13本文45
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：間紙あり

XO341－008－11　　　　　　　　　　　　　　越後

［越後名寄　15・16】
（1868年）

252×184ミリ45丁写本
題籏：原・越後名寄十一表紙：原・薄茶色：布目地型
押し

構成：巻15本文23、巻16本文22
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：間紙あり

XO341－008－12　　　　　　　　　　　　越後

［越後名寄　17］

（1868年）

252×185ミリ23丁写本
題簸：原・越後名寄十二表紙：原・薄茶色：布目地型
押し

構成：巻17本文23
印記：宗辰所集・三井家3。
備考1間紙（酸性紙）あり

XO341－008－13　　　　　　　　　　　　越後

［越後名寄　18・19］
（1868年）

252×184ミリ29丁写本
題簸：原・越後名寄十三表紙：原・薄茶色：布目地型
押し

構成：巻18本文10、巻19本文19
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：間紙（酸性紙）あり

XO341－008－14

［越後名寄　20］

（1868年）

越後



252×185ミリ51丁写本
題籏：原・越後名寄十四表紙：原・薄茶色1布目地型
押し

構成：巻20本文51
印記：宗辰所集・三井家3。
備考1間紙（酸性紙）あり

XO341－008－15　　　　　　　　　　　　越後

［越後名寄　21・22］
（1868年）

253×185ミリ27丁写本
題籏：原・越後名寄十五表紙＝原・薄茶色：布目地型
押し

構成1巻21本文16、巻22目録1、本文10
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：間紙（酸性紙）あり

XO341－008－16　　　　　　　　　　　　　越後

［越後名寄　23・24］
（1868年）

254×184ミリ51丁写本
題簸：原・越後名寄十六表紙：原・薄茶色：布目地型
押し

構成：巻23目録1、本文16、巻24前本文16、巻24
後目録1、本文17
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：間紙あり

XO341－008－17　　　　　　　　　　　　越後

［越後名寄　25・26］
（1868年）

254×185ミリ59丁写本
題籏：原・越後名寄十七表紙二原・薄茶色：布目地型
押し

構成：巻25前目録1、本文20、巻25後目録1、本文
19、巻26本文18
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：間紙あり

XO341－008－18　　　　　　　　　　　　　越後

［越後名寄　27・28］
（1868年）

254×185ミリ47丁写本
題籏：原・越後名寄十八表紙＝原・薄茶色：布目地型
押し

構成：巻27目録1、本文20、巻28目録1、本文25
印記1宗辰所集・三井家3。
備考：間紙あり

XO341－008－19　　　　　　　　　　　　　越後

［越後名寄　29・30］
（1868年）

255×184ミリ40丁写本
題籏＝原・越後名寄十九表紙1原・薄茶色：布目地型
押し

構成：巻29目録1、本文15、巻30目録1、本文23

3．地　誌　3．地誌！41．新潟県1　〔229〕

印記：宗辰所集・三井家3。

備考1寛政5年12月の記事・補部分に本朝通鑑からの
引用。間紙あり

XO341－008－20　　　　　　　　　　　　　　越後

［越後名寄　31・32］
（1868年）

255×184ミリ61丁写本
題簸：原・越後名寄二十止表紙：原・薄茶色：布目地
型押し

構成：巻31目録1、本文15、巻32目録1、本文44
印記：宗辰所集・三井家3。

備考1間紙あり

Y1341－001－01　　　　　　　　　　　　　越後

北越雪譜　初編天

天保7（1836）

253×178ミリ2編7冊30丁整版
題簸：原・北越雪譜初編天表紙：原・雪花散らし（刷
り）

構成：叙2（天保六年京山人百樹）、図・目録1、本文27
刊記：東京書雛萬笈閣梓（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホ五百五十五j（貼紙）と下ヶ札のあと
がある。

Y1341－001－02　　　　　　　　　　　　越後

北越雪譜　初編地
（1836年）

254×178ミリ　33丁整版
題籏：原・北越雪譜初編地表紙：原・雪花散らし（刷
り）

構成1目録1、本文32
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1341－001－03　　　　　　　　　　　　越後
北越雪譜　初編人
（1836年）

254×178ミリ30丁整版
題簸：原・北越雪譜初編人表紙：原・雪花散らし（刷
り）

構成：目録1、本文29

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1341－001－04　　　　　　　　　　　　　越後

北越雪譜　2編春

天保12（1841）

254×178ミリ35丁整版
題簸：原・北越雪譜二編春表紙：原・雪花散らし（刷
り）

構成：序4（天保十一年京山人百樹）凡例・巻1目録2、

本文29
刊記：越後鈴木牧之編撰、京山人百樹増修、京水百鶴
画図、天保辛丑新刻、書犀萬笈閣（封面）。

印記1宗辰所集・三井家3。



Y2341－001－01　　　　　　　　　　　　　歴史

［北越史料叢書　1］

明治26（1893）

224×148ミリ11巻11冊59丁活版
題籏：原・越海合本北越史料叢書上表紙1原・黄
色：卍繋ぎ型押し

構成：越後史59
刊記：明治廿六年十一月廿七目印刷、同三十目出版、

発行者猶興社（代表松永嘉平・新潟県南蒲原郡三条
町）、編輯人村山善治（同県同郡同町）、発行兼印刷人

樋口源吉、発行所猶興社。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2341－001－02　　　　　　　　　　　　　歴史

［北越史料叢書　2］

（1893年）

223×147ミリ33丁活版
題籏：原・越海合本北越史料叢書中表紙1原・黄
色：卍繋ぎ型押し

構成：越後史33
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2341－001－03　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ云記

［北越史料叢書　3］

明治27（1894）

224×146ミリ36丁活版
題籏：原・越海合本北越史料叢書甲表紙：原・黄
色＝卍繋ぎ型押し

構成＝先哲遺文36
刊記：明治廿七年六月廿七目印刷、同三十日出版、発
行者猶興社（代表松永嘉平・新潟県南蒲原郡三条町）
編輯人村山善治（同県同郡同町）、発行兼印刷人樋口
源吉、発行所猶興社。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2341－001－04　　　　　　　　　　伝記・俳詣

［北越史料叢書　4］

（1894年）

223×147ミリ14丁活版
題簸＝原・越海合本北越史料叢書乙表紙：原・黄
色：卍繋ぎ型押し

構成：越人文藻11、俳林3
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2341－001－05　　　　　　　　　　　歌書・漢詩

［北越史料叢書　5］

（1894年）

223×147ミリ29丁活版
題簸：原・越海合本北越史料叢書丙表紙：原・黄
色1卍繋ぎ型押し

構成：藍田重玉10、先哲遺稿17、淡水吟社：詩集2
印記：宗辰所集・三井家3。

読本
6］

Y2341－001－06

［北越史料叢書

誌地3〔230〕

Y1341－001－05　　　　　　　　　　　　越後

北越雪譜　2編夏
（1841年）

254×178ミリ33丁整版
題籏：原・北越雪譜二編夏表紙：原・雪花散らし（刷
り）

構成：目録・文渓堂近刻1、本文32

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1341－001－06　　　　　　　　　　　　越後

北越雪譜　2編秋
（1841年）

254×178ミリ24丁整版
題籏：原・北越雪譜二編秋表紙：原・雪花散らし（刷
り）

構成：目録1、本文23
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1341－001－07　　　　　　　　　　　　越後

北越雪譜　2編冬
（1841年）

254×179ミリ21丁整版
題籏：原・北越雪譜二編冬表紙：原・雪花散らし（刷
り）

構成：目録0．5、本文19、京山人著述目録0，5、諸国書

璋1（24名）三府書犀後表紙見返し（12名）

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1341－002－01

新潟県下越後摘誌　上

明治10（1877）

221×146ミリ2巻2冊70丁整版
題籏：原・新潟縣下越後摘誌上巻表紙＝原・黄色：
立湧（型押し）

構成1題字5（明治十年春寒香堂主人・南部梧堂）、序9

（明治12年県勧業兼学務官江口親孝）、本文42、図
14
刊記：鈴田平造編輯、明治十年八月新鏑寒香堂蔵版
（封面）。

印記：秀範・宗辰所集・三井家3。

備考：図版部は色刷り。前表紙にrホ印三百五十六」
（貼紙）と「O（朱）ホ印三百五十六／二冊」（下ヶ札）

Y1341－002－02

新潟県下越後摘誌　下

明治10（1877）

222×147ミリ71丁整版
題籏：原・新潟縣下越後摘誌下巻表紙：原・黄色：
立湧（型押し）

構成：本文48、図21、賊2（明治十年柏浦山内米郎）

刊記＝明治九年十一月廿八目版権免許、明治十年八
月廿五目出版、編輯兼出版人鈴木平造（新潟県下第
一大区小一区古町通一番町341番地寄留山形県士
族）。

印記：秀範・宗辰所集・三井家3。

備考：図版部は色刷り。定価60銭。



3．地誌3．地誌143。石川県／〔231〕

題簸二原・越海合本北越史料叢書全表紙：原・黄
色1卍繋ぎ型押し

構成：北遊紀行10p、北道游簿15、東北游日記11、檜

笠目記22
刊記：明治廿七年十一月廿七日印刷、同三十目出版、
発行者猶興社（代表松永嘉平・新潟県南蒲原郡三条
町）、編輯人村山善治（同県同郡同町）、発行兼印刷人

樋口源吉、発行所猶興社、印刷所日之出印刷所。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2341－002

越佐叢書　壬申土鬼顛末

明治28（1895）

214×143ミリ1巻1冊23丁活版
題簸：原・越佐叢書壬申土冠顛末全表紙：原・薄藍
色無地
構成1序2（明治二八年）、挿絵3、本文18
刊記：対鴎閑居主人立稿・揖翠楼逸史補修・天籟散士
校正（巻頭）、明治廿八年七月一日印刷、同年七月十
目発行、編集兼発行樋口源吉（新潟県南蒲原郡三条
町）、印刷者皆川徳太郎、発行所樋口書店、各地売捌
書林長岡目黒十郎ほか9。

印記：宗辰所集・三井家3。

3．地誌142．富山県／

XO342－001　　　　　　　　　　　　　越中
越中旧事記　上

享保18カ（1733）

266×188ミリ2巻2冊34丁写本
題簸：原・越中旧事記上（打付）表紙：原・水色1卍繋
ぎ型押し

印記：文鳳堂印・宗辰所集・三井家3。

備考：下小口にr越中」（墨書）。前表紙にrホニ百六十
三」（貼紙）とrホO（朱）二百六十三／二巻」（下ヶ札）

XO342－002　　　　　　　　　　　　　越中
越中旧事記　下
（1733年）

266×189ミリ22丁写本
題籏：原・越中旧事記下（打付）表紙：原・水色：卍繋

ぎ型押し

印記1文鳳堂印・宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「越中」（墨書）

3、地誌／43．石川県／

XO343－001　　　　　　　　　　　　　加賀・歴史

［加陽金府地理］

享保19（1734）

240×168ミリ1巻1冊12丁写本
題籏：原・加陽金府地理井金沢城ノ図二枚添表紙：
後・薄茶色無地

構成：金府10、武術2

刊記＝干時享保十九甲寅年夏四月中翰、有澤平武貞
謹勘之（金府）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「イ三十七」（貼紙）と「イ印三十七／壱冊」

明治27（1894）

223×146ミリ46丁・活版
題簸＝原・越海合本北越史料叢書全表紙：原・黄
色：卍繋ぎ型押し

構成：佐渡奇談22、越後名寄24
刊記：明治廿七年九月廿七目印刷、同三十目出版、発
行者猶興社（代表松永嘉平・新潟県南蒲原郡三条町）
編輯人村山善治（同県同郡同町）、発行兼印刷人樋口
源吉、発行所猶興社。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2341－001－07

［北越史料叢書　フ］

（1894年）

223×147ミリ38丁活版
題籏：原・越海合本北越史料叢書一表紙：原・黄
色：卍繋ぎ型押し

構成：史諦38
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙「O（朱）ル四百〇五／十一冊」（下ヶ札）

Y2341－001－08

［北越史料叢書　8］

（1894年）

224×147ミリ25丁活版
題簸：原・越海合本北越史料叢書二表紙：原・黄
色：卍繋ぎ型押し

構成：史謂25
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2341－001－09

［北越史料叢書　9］

（1894年）

224×148ミリ34丁活版
題籏：原・越海合本北越史料叢書三表紙＝原・黄
色1卍繋ぎ型押し

構成：史諄33、売捌書目（樋口書舗）1

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2341－001－10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛云記

［北越史料叢書　10］

明治27（1894）

226×148ミリ34丁活版
題籏：原・越海合本北越史料叢書四表紙：原・黄
色：卍繋ぎ型押し

構成：史伝28、新潟孝子伝6
刊記：明治廿七年十一月廿七日印刷、同三十日出版、

発行者猶興社（代表松永嘉平・新潟県南蒲原郡三条
町）、編輯人村山善治（同県同郡同町）、発行兼印刷人

樋口源吉、発行所猶興社、印刷所目之出印刷所。
印記：宗辰所集・三井家3。

紀行Y2341－001－11

［北越史料叢書　11］

明治27（1894）

224×147ミリ53丁活版



（1777年）

227×157ミリ16丁写本
題簸：原・能州名跡志六（墨書・打付）表紙：後・薄茶

色：布目地型押し

構成：遊紙1、下巻本文15
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：朱書・間紙あり、罫紙を使用

XO343－002－07　　　　　　　　　　　　　能登

［能州名跡志　下3］

（1777年）

227×157ミリ27丁写本
題籏：原・能州名跡志七（墨書・打付）表紙：後・薄茶

色：布目地型押し

構成：遊紙1、下巻本文26
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：朱書・間紙あり、罫紙を使用

XO343－002－08　　　　　　　　　　　　　能登

［能州名跡志　下4］

（1777年）

227×158ミリ24丁写本
題籏：原・能州名跡志八（墨書・打付）表紙：後・薄茶

色：布目地型押し

構成＝遊紙1、下巻本文23
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書・間紙あり、罫紙を使用

XO343－002－09　　　　　　　　　　　　能登
［能州名跡志　下5］

（1777年）

226×156ミリ24丁写本
題籏：原・能州名跡志九止（墨書・打付）表紙：後・薄

茶色＝布目地型押し

構成：遊紙1、下巻本文23
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：朱書・問紙あり、罫紙を使用

XO343－003－01　　　　　　　　　　　　　能登

［能州名跡志　上］

（1777年）

234×175ミリ2巻2冊77丁写本
題籏：原・農遠目倶利乾表紙：原・茶色無地
構成：序1（安永六酉立春目加陽金府太田何某）、図・

解説2、組合郷庄村付17、上巻57
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：異本校合朱書あり。前表紙にrO（朱）ホ印百三十
三／　冊」（下ヶ札）。

XO343－003－02　　　　　　　　　　　　　能登

［能州名跡志　下］

（1777年）

234×175ミリ71丁写本
題簸：原・農遠目倶利坤表紙：原・茶色無地
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：異本校合の朱書あり

地誌〔232〕　3

（下ケ札）。

XO343－002－01　　　　　　　　　　　　能登
［能州名跡志　上1］

安永6（序）（1777）

228×158ミリ2巻2冊（9冊に分冊）24丁写本
題簸：原・能州名跡志一（墨書・打付）表紙：後・薄茶

色：布目地型押し

構成：遊紙1、序1（安永六酉立春日加陽金府如松軒文
聾太田何某）、解説1、上巻本文21
印記：京氏図書之記・宗辰所集・三井家3。

備考：朱書・間紙あり、罫紙を使用。前表紙にrO（朱）ホ

印九十八／九冊」（下ヶ札）

XO343－002－02　　　　　　　　　　　　能登
［能州名跡志　上2］

（1777年）

228×157ミリ20丁写本
題籏：原・能州名跡志二（墨書・打付）表紙：後・薄茶
色：布目地型押し

構成：遊紙1、上巻本文19
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書・間紙あり、罫紙使用

XO343－002－03　　　　　　　　　　　　能登
［能州名跡志　上3］

（1777年）

229×157ミリ25丁写本
題簸：原・能州名跡志三（墨書・打付）表紙：後・薄茶

色：布目地型押し

構成：遊紙1、上巻本文24
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：朱書・間紙あり、罫紙を使用

XO343－002－04　　　　　　　　　　　　　能登

［能州名跡志　上4］

（1777年）

228×157ミリ19丁写本
題籏：原・能州名跡志四（墨書・打付）表紙＝後・薄茶

色：布目地型押し

構成：遊紙1、上巻本文18
印記：宗辰所集・三井家3。
備考＝朱書・間紙あり、罫紙を使用

XO343－002－05　　　　　　　　　　　　　能登

［能州名跡志　下1］

（1777年）

227×158ミリ22丁写本
題籏：原・能州名跡志五（墨書・打付）表紙：後・薄茶

色：布目地型押し

構成：遊紙1、下巻本文21
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：朱書・間紙あり、罫紙を使用

能登XO343－002－06

［能州名跡志　下2］



XO343－004　　　　　　　　　　　　　　能登

［能州名跡志1

（1777年）

232×176ミリ2巻2冊（1冊に合綴）115丁写本
題簸：原・能登名跡志全表紙：後・生成に横縞
構成：図・解説3、本文112
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「能州四郡組合郷庄村付」。前表紙に「ホ

五百二十六」（貼紙）と「O（朱）ホ五百二十六／壱冊」
（下ケ札）。

XO343－005－01　　　　　　　　　　　　　能登

［能州名跡志　上の上］

（1807年）

276×182ミリ2巻2冊（4冊に分冊）59丁写本
題簸：原・能登地志上之上（打付）表紙：原・茶色

構成1遊紙1、白紙3、序1（安永酉春の目加陽如松軒
文聾）、図・解説3、上巻50、遊紙・1

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：問紙（酸性紙）あり、罫紙を使用。前表紙に「ホ百

八十五」（貼紙）。

XO343－005－02　　　　　　　　　　　　　能登

［能州名跡志　上の下】

（1807年）

275×181ミリ65丁写本
題籏：原・能登地志上之下（打付）表紙：原・茶色

構成1遊紙1、本文64
印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：間紙（酸性紙）あり、罫紙を使用。

XO343－005－03　　　　　　　　　　　　能登
［能州名跡志　下之上・雑能登路記後編］

（1807年）

275×182ミリ85丁写本
題簸：原・能登地志下之上（打付）表紙：原・茶色

構成：遊紙1、本文84

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：間紙（酸性紙）あり、罫紙を使用。83・84丁丁間に
r九万疋ハ…」（切紙）あり。

XO343－005－04　　　　　　　　　　　　　能登

［能州名跡志　下の下・雑能登路記後編］

文化4（1807）

275×181ミリ62丁写本
題簸：原・能登地志下之下（打付）表紙：原・茶色

構成：遊紙1、本文54、蹟2（安永庚子月日太田道兼源

頼資）、奥書5
刊記：文化丁卯年子夏の目芸毫楠肇識。
印記1宗辰所集・三井家3。
備考：問紙（酸性紙）あり、罫紙を使用。

XO343－006－01

白山遊覧記上
文政12（182勃

加賀

3．地　誌　3．地誌143．石川県／　〔233〕

233×167ミリ7巻7冊（2冊に合綴）33丁写本
題籏：原・白山游覧圖記上金子有斐選表紙後・藍
色：布目地型押し

構成：序2（文政己丑二月東都石原増島固）、凡例4、

目録2、本文25
刊記1加賀金有斐仲豹選・男辰応陽校。
印記1宗辰所集・三井家3。
備考1補修あり。前表紙にrホ五百四十二」（貼紙）とrホ

印五百四十二／　冊」（下ヶ札）

XO343－006－02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カロ賀

白山遊覧記下
（1829年）

233×168ミリ41丁写本
題簸：原・白山游覧圖記下金子有斐選表紙1後・藍
色二布目地型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：補修あり。後ろ表紙見返しに「弘化四年一仲春下
旬…」（墨書）

XO343－007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カロ賀

［重修加州大路水経　上・中・下］

慶応1（1865）
237×175ミリ3巻3冊（1冊に合綴）43丁写本
題籏：原・加越能大路水経完表紙1原・藍色：唐花二
重四角繋ぎ型押し

構成1遊紙1、目次2、上巻16、中巻15、下巻8、賊1
（正徳四年午年君山識、享保二十一丙辰年重修）

刊記：石川郡御供田里逸民土屋義休著、増泉里逸民
大澤君山重修（巻頭）、慶応元乙丑季夏月準峯寿泉閣
松原敦扶（書写奥）。

印記：松原之印・松原蔵書・宗辰所集・三井家3・三井
文庫。

備考：三井ラベル「C233・新・32」

Y1343－001　　　　　　　　　　　　　　名所記

金城勝覧図誌乾
（1908年）

212×152ミリ2巻2冊50丁整版
題籏：原・金城勝覧図誌乾表紙：原・薄茶格子縞
構成：題字4（育峯ほか）、序4（野口之布・高橋富兄）、

例言1、目録1、本文40
刊記：雪湖平岩晋著・松香中浜元重画（巻頭），明治甲
午秋目（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：秩入り、紙やや劣化。秩に「ホ五百四十六」（貼
紙〉とrホ印五百四十六1試冊」（下ヶ札）

Y1343－002　　　　　　　　　　　　　名所記

金城勝覧図誌坤
明治41（1908）

212×152ミリ35丁整版
題籏：原・金城勝覧図誌坤表紙：原・薄茶格子縞
構成：目録1、本文34

刊記：明治四十一年五月五目印刷、同月八目発行、編

纂者故平岩晋・右相続人平岩才一郎、発行者金沢市
南町林琢□、印刷者金沢市高岡町澤田助太郎、印刷



［加賀藩史稿　3・4］
（1899年）

230×153ミリ73丁活版
題簸＝原・加賀藩史藁二表紙：原・肌色1星梅鉢など
型押し

構成1巻3本文41、巻4本文32
印記＝山崎蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y2343－003－03　　　　　　　　　　　　歴史

［加賀藩史稿　5・6］

（1899年）

230×154ミリ70丁活版
題簸：原・加賀藩史藁三表紙：原・肌色＝星梅鉢など
型押し

構成：巻5本文33、巻6本文37
印記：山崎蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y2343－003－04　　　　　　　　　　　　歴史

［加賀藩史稿　7・8］

（1899年）

230×154ミリ71丁活版
題籏：原・加賀藩史藁四表紙：原・肌色：星梅鉢など
型押し

構成：巻7本文29、巻8本文42
印記：山崎蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y2343－003－05　　　　　　　　　　　　歴史

［加賀藩史稿　9・10］
（1899年）

230×154ミリ61丁活版
題籏：原・加賀藩史藁五表紙：原・肌色1星梅鉢など
型押し

構成＝巻9本文32、巻10本文29
印記：山崎蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y2343－003－06　　　　　　　　　　　　歴史

［加賀藩史稿　11・12］
（1899年）

230×154ミリ81丁活版
題簸：原・加賀藩史藁六表紙：原・肌色：星梅鉢など
型押し

構成：巻11本文43、巻12本文38
印記：山崎蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y2343－003－07　　　　　　　　　　　　　歴史

［加賀藩史稿　13・14］
（1899年）

230×154ミリ86丁活版
題簸：原・加賀藩史藁七表紙：原・肌色：星梅鉢など
型押し

構成：巻13本文51、巻14本文31
印記＝山崎蔵書・宗辰所集・三井家3。

歴史Y2343－003－08

［加賀藩史稿　15・16］

誌地3〔234〕

所明治印刷株式会社、発行所金沢市南町林有聲館。
印記＝宗辰所集・三井家3。

備考二紙やや劣化

Y2343－001－01

兼六公園誌　乾

明治27（1894）

246×161ミリ2巻2冊47丁活版
題簸：原・兼六公園誌乾表紙：原・薄香色無地
構成：題宇5（梅閣ほか）、序3（豊島毅・小川□）、例言

1、絵1、本文37
刊記：明治二十七年新錦（封面）。

印記1宗辰所集・三井家3。

備考：族入り。紙やや劣化。前表紙にrホ四百七」（貼
紙）とrO（朱）ホ印四百七／二冊」（下ヶ札）

Y2343－001－02

［兼六公園誌　坤・付録］

明治27（1894）

247×162ミリ31丁活版
題籏：原・兼六公園誌坤表紙：原・薄香色無地
構成：巻2本文19、付録9、践2（大田真章・上邨要）、

正誤1
刊記：明治二十七年六月二十五目印刷、同年七月五
目出版御届、編輯兼出版人石川県加賀国金沢市古寺
町・小川孜成、画図石川郡松任上新町・蕪城秋雪、彫

刻金沢市上胡桃町広瀬次三郎・広坂通北地武明、印
刷人石川郡美川今町竹田純平、発行所金沢市安江町
近田太三郎。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：定価35銭。秩入り。紙やや劣化。

Y2343－002　　　　　　　　　　　　　　地図

金沢公園全図

明治27（1894）

408×549ミリー枚物1丁銅板
題簸1原・金澤公園全圖表紙：一
刊記：明治廿七年七月廿九目印刷・発行、著作者兼発
行人石川県金沢市石浦町吉本次郎兵衛、印刷人同市
下堤町村澤朔次郎、発行所同町明文堂。
備考：Y2343－001－01・・02兼六公園誌と同じ峡に入る。

Y2343－003－01　　　　　　　　　　　　歴史

［加賀藩史稿　1・2］
（1899年）

229×153ミリ16巻16冊（8冊に合綴）93丁活版
題簸＝原・加賀藩史藁一表紙：原・肌色：星梅鉢など
型押し
構成：題字3（前田利嗣）、序3（世良太一）、凡例2、襲

封一覧3、目録7、巻1本文56、巻2本文19
刊記：世良太一閲、永山近彰纂、石埼謙・戸水信義校
（巻頭）、尊経閣蔵版（柱）。

印記：山崎蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考＝前表紙にrル四百三十二」（貼紙）とrル印四百三
十二／八冊」（下ヶ札）

歴史Y2343－003－02



明治32（1899）

230×154ミリ64丁活版
題簸＝原・加賀藩史藁八表紙：原・肌色：星梅鉢など
型押し

構成＝巻15本文31、巻16本文33
刊記：明治三十二年四月一目印刷、同月五目発行、発
行者前田直行（東京市本郷区本富士町）、編纂者永山
近彰（本郷区本富士町）、印刷者野村宗十郎（京橋区
築地）、印刷所東京築地活版製造部（京橋区築地）。

印記：山崎蔵書・宗辰所集・三井家3。

3．地誌／44．福井県1

×0344－001－01　　　　　　　　　　　　若狭

［若狭国志　1］

寛延2（序）（1749）

241×166ミリ5巻5冊（6冊に分冊）32丁写本
題簸：後・若狡國志一表紙：後・藍色＝布目地型押し

構成：遊紙1、序3（寛延二年己巳夏五月朔旦臣稲庭
正義）、1凡例・引用書目4、目録2、本文22

刊記：伴信友私二加筆脩補（巻頭朱書）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ印四百三十五（以下破損）」（下ヶ
札）。

XO344－001－02　　　　　　　　　　　　若狭

［若狭国志　2上］

（1749年）

240×167ミリ37丁写本
題籏：後・若狡國志二表紙：後・藍色：布目地型押し

構成：遊紙1、本文36

印記＝宗辰所集・三井家3。

XO344－001－03　　　　　　　　　　　　若狭

［若狭国志　2下］

（1749年）

241×167ミリ44丁写本
題籏：後・若狭國志三表紙1後・藍色：布目地型押し

構成：遊紙1、本文43
印記：宗辰所集・三井家3。

XO344－001－04　　　　　　　　　　　　　若狭

［若狭国志3］
（1749年）

241×167ミリ27丁写本
題簸：後・若狭國志四表紙：後・藍色1布目地型押し

構成二遊紙1、本文26

印記：宗辰所集・三井家3。

XO344－001－05　　　　　　　　　　　　若狭

［若狭国志4］
（1749年）

242×167ミリ30丁写本
題簸：後・若狭國志五表紙＝後・藍色：布目地型押し

構成：遊紙1、本文29
印記：宗辰所集・三井家3。

3．地　誌　3．地誌！44．福井県／　〔235〕

XO344－001－06　　　　　　　　　　　　若狭

［若狭国志5］
（1749年）

242×167ミリ42丁写本
題籏：後・若狭國志六表紙：後・藍色：布目地型押し

構成：遊紙1、本文41
印記；宗辰所集・三井家3。

XO344－002－01（1）　　　　　　　　　　　若狭

［若狭志　1］

（1801年）

250×181ミリ5巻5冊（2冊に合綴）22丁写本
題簸：後・若狭志　自壱至　表紙1後・桔梗色：菊唐草

型押し

構成：遊紙1、序2（寛延二年己巳夏五月朔旦臣稲庭
正義）、凡例・引用書目5、目録2、巻1本文12、
印記：悠々園。

備考：後ろ表紙見返しに「嵐蔵書」（墨書）。虫損。

XO344－002－01（2）

［若狭志2］

（1801年）

51丁写本
構成：遊紙1、本文50

若狭

XO344－002－02（1）　　　　　　　　　　　若狭

［若狭志3］

（1801年）

252×182ミリ19丁写本
題簸：後・若狭志自参至五表紙：後・桔梗色：菊唐草
型押し

構成1遊紙1、巻3本文18
印記：悠々園。

備考：後ろ表紙見返しに「嵐蔵書」（墨書）。虫損。

XO344－002－02（2）

［若狭志4］

（1801年）

20丁写本
構成：遊紙1、本文19、

若狭

XO344－002－02（3）　　　　　　　　　　　若狭

［若狭志　5］

享和1（写）（1801）

29丁写本
構成：遊紙1、本文28

刊記：若狭志五巻去夏予北遊之時彼国官医松原誠輔
子所恵也、享和元年八月　甲斐権守賀茂季鷹、同年九
月以季鷹県主本所写法眼八十三翁謙宣（花押）。

XO344－003－01　　　　　　　　　　越前・名勝志

［越前国名勝志　1］

文化3（1806）

224×159ミリ4巻4冊30丁写本



3．地葦151．山梨県／

XO351－001－01　　　　　　　　　　　　甲斐
［裡見寒話　1］

（1754年）

259×176ミリ8巻8冊（5冊に合綴）62丁写本
題簸：原・甲斐國寒話一表紙：後・赤香色：布目地雲
中に鳥型押し

構成：序2（宝暦壬申冬十一月来椒堂仙鼠）、伝書1、

凡例2、目録1、甲斐国7、巻1本文49
刊記：服部郎受所蔵。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホニ百七十六」（貼紙）

XO351－001－02　　　　　　　　　　　　甲斐
［裡見寒話　2］

（1754年）

259×175ミリ57丁写本
題篭：原・甲斐國寒話二表紙：後・赤香色：布目地雲
中に鳥型押し
刊記：服部郎受所蔵。

印記：宗辰所集・三井家3。

XO351－001－03　　　　　　　　　　　　甲斐

［裡見寒話　3・4］
（1？54年）

260×177ミリ58丁写本
題簸：原・甲斐國寒話三表紙：後・赤香色：布目地雲
中に鳥型押し

構成：巻3本文29、巻4本文29
刊記：服部郎受所蔵。

印記：宗辰所集・三井家3。

XO351－001－04　　　　　　　　　　　　甲斐

［裡見寒話　5・6］

宝暦4（1754）

260×177ミリ48丁写本
題簸：原・甲斐國寒話四表紙：後・赤香色：布目地雲
中に鳥型押し

構成：巻5本文14、巻6本文24、駿・祝賀の句3（鵬鼠
子、宝暦甲戌臥牛山梵遜士多々良高林子通煕）、和名
類聚抄ほか抜書7
刊記：宝暦甲戌春寒食目　臥牛山梵趣士多々良高林
子通煕識、服部郎受所蔵。

印記：宗辰所集・三井家3。

XO351－001－05　　　　　　　　　　　　甲斐
［裡見寒話　追加・付録］

宝暦4（1754）

259×176ミリ48丁写本
題簸：原・甲斐國寒話五表紙：後・赤香色二布目地雲
中に鳥型押し

構成：追加18、付録29、奥書1

刊記：右裡見寒話之撰加豚遺補脱漏而継子巻尾爾
海鼠、宝暦四甲戌年孟夏目男会韓源近馬写畢（中略）
安永乙未首夏の初めより皐月中九日まてに寄居庵の坤
面に毫労畢礼李、如傲斉輝雄、服部郎受所蔵。

誌地3〔236〕

題籏：後・越前國名勝志敦賀郡・南條郡・今立郡・丹
生郡元表紙：後・藍鉄色：観世水に寿の文字型押し
構成：凡例1、本文29
刊記：芳契子竹内寿庵著（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ百光二」（貼紙）と「ホ百光二／四巻」

（下ケ札）

XO344－003－02　　　　　　　　　　越前・名勝志

［越前国名勝志　2］

（1806年）

224×158ミリ27丁写本
題簸：後・越前國名勝志足羽郡・吉田郡亨表紙
後・藍鉄色：観世水に寿の文字型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

XO344－003－03　　　　　　　　　　越前・名勝志

［越前国名勝志　3］

（1806年）

224×158ミリ25丁写本
題簸：後・越前國名勝志坂井郡利表紙1後・藍鉄
色：観世水に寿の文宇型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

XO344－003－04　　　　　　　　　　越前・名勝志

［越前国名勝志　4］

（1806年）

224×158ミリ20丁写本
題籏＝後・越前國名勝志、大野郡貞表紙：後・藍鉄
色：観世水に寿の文字型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

XO344－004

越前人物志目録

明治一

236×157ミリ1巻1冊31丁写本
題簸：原・越前人物志目録（打付）表紙：原・生成無地

備考二罫紙を使用。仮綴じ二つ綴。前表紙に「鶏軒文
庫」のラベル。前表紙に書名を記す予定であったと思わ
れる下ヶ札あり。r越前人物志」は青木龍峯著。

Y1344－001　　　　　　　　　　　　　名勝志

敦賀十勝

明治7（1874）

260×171ミリ1巻1冊23丁整版
題簸：原・益田伸藝編輯敦賀十勝表紙：原・絹
構成：序2（飯田武録）、本文20、賊1（明治六年十月赤

水益田伸芸）

刊記：明治七歳五月官許越前敦賀湊録産園・小雅
堂蔵。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：折本・色刷り。三井家印の裏に貼紙あり。前表紙
に「ホ三百六十九」（貼紙）と「ホ印三百六十九！壱巻」
（下ケ札）



印記：宗辰所集・三井家3。

XO351－002　　　　　　　　　　　　　甲斐
正芳身延紀行

265×191ミリ1巻1冊43丁写本
題簸1原・正芳身延記行全表紙：後・浅楯子色無地
構成：本文41、賊2（やよひのはしめ稲掛實入）

刊記：南勢洞津住臨江亭指月　福田正芳。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にrホ百四」（貼紙）と「ホ印百四／壱巻」
（下ケ札）。

Y1351－001（1）　　　　　　　　　　　甲斐・紀行

［首書身延行記　上］

（1704年）

262×188ミリ3巻3冊（1冊に合綴）25丁整版
題簸：元・首書身延行記（木版）珍本深草元政著（朱
書）表紙＝後・薄茶色：布目地型押し

構成：序3（元禄戊寅の秋武陽城南の賎士槙一束子昭
武）、上巻本文22

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：出立は京都。内題は「身延道之記」。前表紙に
「ホニ百四十三」（貼紙）と「ホニ百四十三／一巻」（下ヶ
札）。

Y1351－001（2）

［首書身延行記　中］

（1704年）

21丁

Y1351。001（3）

［首書身延行記　下］

元禄17（1704）

26丁

甲斐・紀行

甲斐・紀行

刊記：元禄十七甲申年孟春吉旦銅駝坊書蝉村上平
楽寺刊行。

印記：宗辰所集・三井家。

備考：17丁は重複。

Y1351－002－01　　　　　　　　　　　　甲斐

甲斐名勝志　1
（1783年）

224×151ミリ5巻5冊（3冊に合綴）26丁整版
題簸：原・甲斐名勝志一表紙：原・黒色：卍繋ぎ型押
し

構成：序7（天明二年三月朝散大夫源光章・天明六年
龍橋源昌綱）、凡例2、巻1本文17
刊記：萩原元克先生編輯・温故堂（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ四百一」（貼紙）

Y1351－002－02（1）

［甲斐名勝志　2】

（1783年）

224×151ミリ21丁整版

甲斐

3．地　誌　3．地誌！5L山梨県1　〔237〕

題籏：原・甲斐名勝志二三表紙二原・黒色：卍繋ぎ型
押し

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1351－002－02（2）

［甲斐名勝志　3］

（1783年）

15丁整版

甲斐

Y1351－002－03（1）　　　　　　　　　　甲斐

［甲斐名勝志　4］

（1783年）

224×151ミリ17丁整版
題籏：原・甲斐名勝志四五表紙：原・黒色：卍繋ぎ型
押し

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1351－002－03（2）　　　　　　　　　　甲斐

［甲斐名勝志　5］
天明3（賊）（1783）

16丁整版
構成：本文14、駿2（天明三年九月源憲時）

刊記1萩酒屋蔵板、出版人甲府常盤町四番地内藤傳
右衛門、売捌東京通塩町十一番地同支店。

Y1351－003－01

甲斐叢記　前輯　1
明治一

257×178ミリ5巻5冊51丁整版
題簸1原・甲斐叢記前輯一表紙：原・天色：蜀江型
押し

構成：序7（戊申冬十月朝川鼎、嘉永3年10月菅原為
宝）、凡例3、目録2、本文39
刊記1温故堂（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：一名r甲斐名所図会」。前表紙にrホ七十一」（貼
紙）

Y1351－003－02

甲斐叢記　前輯　2
明治一

257×178ミリ34丁整版
題簸：原・甲斐叢記前輯二表紙：原・天色＝蜀江型
押し

構成二目録1、本文33

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：一名「甲斐名所図会」

Y1351－003－03

甲斐叢記　前輯　3
明治一

257×177ミリ40丁整版
題簸：原・甲斐叢記前輯三表紙：原・天色：蜀江型
押し

構成：目録1、発端4、巻3本文35
印記＝宗辰所集・三井家3。



刊記：明治二十年八月廿六日版権免許、同年十一月
十五目出版、同廿一年七月十二目訂正増補届、編者
矢羽根孝太郎（山梨県北都留郡梁川村）、印刷発行東
浦栄二郎（山梨県西山梨郡甲府柳町）、発免甲府書林
徴古堂。

備考：定価金16銭。後ろ表紙に「西山梨高等小学校
生徒有泉包良」（墨書）。三井ラベル「C237・11」

Y2351－001－01

［甲斐叢記　後輯　1］

明治24（1891）

257×186ミリ5巻5冊42丁活版
題簸：原・甲斐叢記後輯六表紙：原・花色：蜀江型
押し

構成：目録1、本文41
刊記：明治廿四年九月三十目印刷、十月五目発行、著

述者故人大森快庵、著述者相続者大森保三（山梨県
中巨摩郡南湖村）、印刷兼発行者内藤傳右衛門（甲府
市常盤町）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：一名「甲斐名所図会」

Y2351－001－02

［甲斐叢記　後輯　2］

明治26（1893）

258×187ミリ46丁活版
題簸：原・甲斐叢記後輯七表紙＝原・青藍色：松皮
菱型押し

構成：目録1、本文45
刊記：明治廿六年二月十五日印刷、同月十六日発行、

著述者故人大森快庵、著述者相続者大森保三（山梨
県中巨摩郡南湖村）、印刷兼発行者内藤傳右衛門（甲
府市常盤町）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：一名「甲斐名所図会」

Y2351－001－03

［甲斐叢記　後輯　3］

明治26（1893）

260×187ミリ37丁活版
題籏：原・甲斐叢記後輯八表紙：原・青藍色：松皮

菱型押し

構成1目録1、本文36
刊記：明治廿六年二月十五目印刷、同月十六日発行、

著述者故人大森快庵、著述者相続者大森保三（山梨
県中巨摩郡南湖村）、印刷兼発行者内藤傳右衛門（甲
府市常盤町）。

印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：一名「甲斐名所図会」

Y2351－001－04

［甲斐叢記　後輯　4］

明治26（1893）

259×188ミリ37丁活版
題籏：原・甲斐叢記後輯九表紙：原・水色1松皮菱
型押し

構成：目録1、本文36

誌地3〔238〕

備考：一名「甲斐名所図会」

Y1351－003－04

甲斐叢記　前輯　4
明治一

257×177ミリ48丁整版
題簸：原・甲斐叢記前輯四表紙：原・天色：蜀江型
押し

構成：目録1、本文47
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：一名「甲斐名所図会」

Y1351－003－05

甲斐叢記　前輯　5
明治一

257×177ミリ55丁整版
題籏：原・甲斐叢記前輯五表紙：原・天色＝蜀江型
押し

構成：目録1、本文53、後輯広告・刊記1
刊記1嘉永二年己酉三月起業、同四年辛亥十二月刻
成甲府書璋甲府常磐町四番地内藤傳右衛門、三都発
弘書林出雲寺文次郎ほか13。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：一名「甲斐名所図会」

甲斐・絵図Y1351－004

身延山図画

267×188ミリ1巻1冊、25丁整版
題簸：原・身延山圖画全表紙：原・黄色：布目地型押

し

刊記：鈴木栄次郎刀。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考＝三井ラベル「C237・新・6」

Y1351－005　　　　　　　　　　　　　　詩歌

山梨岡来歴歌詩集

明治19（1886）

186×126ミリ1巻1冊37丁整版
題籏：原・山梨岡来歴歌詩集全表紙：原・薄茶色
（布）

構成：題宇5（明治19年9月壷川藤紫・梧竹）、序5（は
きはら元克・中村正直）、絵1、本文20、賊4（後覚東巌

光）、賛助者名2

刊記：明治十九年丙戊十月七目出版届、同年十一月
二十目改題届、編輯兼出版人山梨県平民清水市右衛
門（東山梨郡加能岩村）。

備考：非売品。三井ラベル「C237・9」

Y1351－006　　　　　　　　　　　　　教科書

新撰甲斐国地誌略

明治21（1888）

225×152ミリ1巻1冊34丁整版
題簸：原・新撰甲斐國地誌略全矢羽根孝太郎編表
紙：原・柿色：卍繋ぎ型押し

構成：例言2、本文32



刊記：明治廿六年八月十五日印刷、同月廿三日発行、

著述者故人大森快庵、著述者相続者大森保三（山梨
県中巨摩郡南湖村）、印刷兼発行者内藤傳右衛門（甲
府市常盤町）、印刷所内藤活版製造所。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：一名「甲斐名所図会」

Y2351－001－05

［甲斐叢記　後輯　5］

明治26（1893）

256×179ミリ49丁活版・銅板
題籏：原・甲斐叢記後輯十表紙：原・花色：松皮菱
型押し

構成1目録1、本文48
刊記＝明治廿六年九月一目印刷、同月六目発行、著述
者故人大森快庵、著述者相続者大森保三（山梨県中
巨摩郡南湖村）、印刷兼発行者内藤傳右衛門（甲府市
常盤町）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：一名「甲斐名所図会」

Y2351－002　　　　　　　　　　　　　教科書
小学甲斐地理史談

明治29（1896）

225×147ミリ1巻1冊34丁活版
題簸：原・小學甲斐地理史談全萩原忠作著表紙：
原・水色：布目地型押し

構成：目次1、本文32、図1
刊記：明治廿七年十月五目印刷、同月十目発行、明治

廿八年二月九日印刷、同月十五目訂正再版発行、明
治廿九年六月版権譲受、発行印刷者山梨図書出版所
（山梨県甲府市柳町）、右代表者青柳諭一郎、印刷所

芳文堂活版部、専売者韮崎伊勢屋ほか6。
備考：定価金10銭。三井ラベル「C237・7」

XO352－001（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信濃

［吉蘇志略1］
宝暦7（序）（1757）

237×167ミリ3巻3冊（1冊に合綴）70丁写本
題籏：後・吉蘇志略表紙：後・鉄紺色＝布目地型押し

構成：序2（宝暦丁丑騰月目三河松平臣秀雲）、目録1、

本文67
印記：小澤酔園火後蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ四百廿六」（貼紙）と「ホ印四百廿六／

壱冊」（下ヶ札）

XO352－001（2）

［吉蘇志略2］
（1757年）

写本

XO352－001（3）

［吉蘇志略3
（1757年）

写本

信濃

信濃

3．地　誌　3。地誌！52．長野県／　〔239〕

備考：後ろ表紙見返しに「明治三十年六月十九目自大
阪書沽松雲堂広田静七郵送来、酔園居士」（墨書）。

XO352－002－01　　　　　　　　　　　　信濃
［千曲之真砂前編　1］

（1764年）

270×190ミリ11巻11冊（10冊に合綴）56丁写本
題籏：原・千曲之眞砂一表紙：原・藍色1分銅繋ぎに
鳥紋型押し

構成：遊紙1、凡例3（宝暦三歳次己酉春三月）、引用

書目3、目録7、巻1本文42
刊記1佐久郡伴野荘野澤郷市隠於鶴巣南軒編述之（凡
例）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ五百三十七」（貼紙）と「ホ印五百三
十七／十冊」（下ヶ札）

XO352－002。02

［千曲之真砂前編　2］

（1764年）

270×191ミリ35丁写本
題簸：原・千曲之眞砂二
鳥紋型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

信濃・名所記

表紙1原・藍色：分銅繋ぎに

XO352－002－03　　　　　　　　　信濃・城主記

［千曲之真砂前編　3］
（1764年）

271×190ミリ50丁写本
題簸：原・千曲之眞砂三表紙1原・藍色：分銅繋ぎに
鳥紋型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

XO352－002－04　　　　　　　　　信濃・城主記

［千曲之真砂前編　4］

（1764年）

272×190ミリ36丁写本
題籏：原・千曲之眞砂四表紙：原・藍色1分銅繋ぎに
鳥紋型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

XO352－002－05　　　　　　　　　信濃・城主記

［千曲之真砂前編　5］

（1764年）

271×190ミリ36丁写本
題籏：原・千曲之眞砂五表紙：原・藍色：分銅繋ぎに
鳥紋型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

XO352－002－06　　　　　　　　　信濃・城主記

［千曲之真砂前編　6］
（1764年）

272×190ミリ42丁写本
題簸；原・千曲之眞砂六表紙1原・藍色：分銅繋ぎに
鳥紋型押し
印記：宗辰所集・三井家3。



Y1352－001（1）　　　　　　　　　　　　信濃

［岐蘇路記　上］

（1713年）

177×121ミリ2巻2冊（1冊に合綴）51丁整版
題籏＝後・岐蘇路記（墨書・打付）表紙：後・覗色：布目

地型押し
構成：名所図6、序5（宝永六年孟春益軒早原篤信）、

上巻40
印記：三井文庫。

備考：三井ラベル「C236・新・5」

Y1352－001（2）　　　　　　　　　　　　信濃

［岐蘇路記　下］

正徳3（1713）

53丁整版
構成：下巻41～89、賊4（宝永6益軒）
刊記1京六角通御幸町西へ入町書林茨木屋多左衛門
板行、正徳三年孟春新版、享保六年貝原先生編述目
次（後ろ表紙見返し）。

352－002－01　　　　　　　　　　　　信濃

濃地名考上
773年）

4×176ミリ3巻3冊39丁整版
籏：原・信濃地名考上表紙：原・覗色＝布目地型押

成：序9（明和辛卯仲春信陽源通魏・明和甲寅安原
平ほか）、凡例1、目録・地図3、本文26
記：吉沢好兼輯（巻頭）。

記1宗辰所集・三井家3。
考：前表紙に「ホ百七」（貼紙）と「ホ百七！三巻」（下ヶ

）

判
信
U
2
6
題
し
構
貞
刊
印
備
札

Y1352－002－02　　　　　　　　　　　　信濃

信濃地名考　中

（1773年）

263×176ミリ35丁整版
題簸：原・信濃地名考中表紙：原・覗色：布目地型押

し

構成：本文31、補遺4
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1352－002－03　　　　　　　　　　　　信濃

信濃地名考　下

安永2（1773）

262×177ミリ35丁整版
題籏：原・信濃地名考下表紙：原・覗色：布目地型押

し

構成1本文31、補遺4
刊記1信州岩村田吉沢鶴山内蔵板・安永二年癸巳春
江東書林江戸室町三丁目須原屋市兵衛梓。
印記：宗辰所集・三井家36

信濃Y1352－003－01

信濃奇談　上

文政12（1829）

3．地誌〔240〕

XO352－002－07　　　　　　　　　信濃・城主記

［千曲之真砂前編　7］

（1764年）

271×190ミリ51丁写本
題簸：原・千曲之眞砂七表紙：原・藍色：分銅繋ぎに

鳥紋型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

XO352－002－08　　　　　　　　　　信濃・城主記

［千曲之真砂前編　8］

（1764年）

271×190ミリ41丁写本
題籏1原・千曲之眞砂八表紙：原・藍色：分銅繋ぎに

鳥紋型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

XO352－002－09　　　　　　　　　　信濃・駅路

［千曲之真砂前編　9］

（1764年）

272×189ミリ64丁写本
題簸：原・千曲之眞砂九表紙：原・藍色：分銅繋ぎに

鳥紋型押し
構成：

印記1宗辰所集・三井家3。

XO352－002－10（1）　　　　　　　芦田系図ほか

［千曲之真砂前編　10］

（1764年）

273×189ミリ29丁写本
題簸1原・千曲之眞砂十表紙：原・藍色：分銅繋ぎに

鳥紋型押し

構成：巻10本文29
印記：宗辰所集・三井家3。

XO352－002－10（2）　　　　　　　　　　　信濃

［千曲之真砂前編　付録］

宝暦14（1764）

21丁写本
構成：付録19、鶴里編述目録2
刊記：宝暦十四歳甲申春再校合之、瀬下園右衛門敬
忠行年五十六歳書之。

XO352－003　　　　　　　　　　信濃・城主記

［信濃国城主所替記］

天保13（写）（1842）

271×192ミリ1巻1冊71丁写本
題簸：後・信濃国所替井二古城長全亭蔵全表紙：
後・覗色：壇紙

構成：遊紙1、本文70
刊記：天保十三壬寅年秋九月下旬信陽飯田於旅館
徒然鯨長全亭小林亮庵亮章居士行年七十五歳。
印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ル四百九十五」（貼紙）と「ル印！四百九

十五1壱冊」（下ヶ札」


