
256×182ミリ2巻2冊16丁整版
題簸：原・信濃奇談上表紙1原・黄色：菊桜牡丹唐草
型押し

構成：序2（文政己丑中春中邨元恒）、本文14
刊記：希月舎蔵（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：活字化するについての指示書入あり。前表紙に
rホ三百O」（貼紙）とrホ印三百！試冊」（下ヶ札）

Y1352－003－02　　　　　　　　　　　　　信濃

信濃奇談下
文政12（1829）

257×182ミリ20丁整版
題簸＝原・信濃奇談下表紙1原・黄色：菊桜牡丹唐草
型押し

構成：本文17、付録2、堀内玄逸墓表1（文政12高遠
教授中邨元恒）

印記：下谷徒町吉田書店・宗辰所集・三井家3。

Y1352－004－01　　　　　　　　　　信濃・名所記

善光寺道名所図会　1

（1849年）

264×188ミリ5巻5冊65丁整版
題簸：原・善光寺道名所圖會一表紙：後・藍色：葵型
押し

構成：序9（深田正紹・天保15年深田清一・天保14年
庸園利忠）｛凡例1、目録1、題宇・絵2、本文52
刊記＝静観堂梓（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「二」（貼紙）

Y1352－004－02　　　　　　　　　信濃・名所記

善光寺道名所図会　2

（1849年）

264×188ミリ66丁整版
題簸：原・善光寺道名所圖會二表紙：後・藍色：葵型
押し

構成：目録1、本文65

印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1352－004－03　　　　　　　　　信濃・名所記

善光寺道名所図会　3

（1849年）

264×187ミリ50丁整版
題簸：原・善光寺道名所圖會三表紙：後・藍色：葵型
押し

構成：目録1、本文49

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1352－004－04　　　　　　　　　　信濃・名所記

善光寺道名所図会　4
（1849年）

264×187ミリ60丁整版
題籏：原・善光寺道名所圖會四表紙：後・藍色：葵型
押し

構成：目録1、本文59

3．地　誌　3．地誌152．長野県／　〔241〕

印記二宗辰所集・三井家3。

Y1352－004－05　　　　　　　　　　信濃・名所記

善光寺道名所図会　5

嘉永2（1849）

264×187ミリ55丁整版
題簸：原・善光寺道名所圖會五表紙：後・藍色：葵型
押し

構成：目録1、本文51、賊3（弘化3年小田切忠近・弘
化5年南陳富永）

刊記：嘉永二年己酉季秋名古屋書林美濃屋伊六、発
行書林江戸目本橋通壱丁目須原屋茂兵衛・同芝神明
前岡田屋嘉七・大阪心斎橋筋北久太郎町河内屋喜兵
衛・同博労町河内屋茂兵衛・勢州津宿屋町篠田伊十
郎・信州松本本町高見屋甚左衛門・名古屋本町通十丁
目美濃屋文次郎合梓・同本町通六丁目美濃屋伊六。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：越後名寄を引く

Y1352－005　　　　　　　　　　　　信濃・漢詩
［仙嶽扇路図］

安政1（賊）（1854）

252×164ミリ1巻1冊36丁整版
題簸：後・信州御嶽仙嶽扇路圖握洲題籔表紙：後・
薄茶色
構成：題字2、本文32、賊2（安政更元十二月江戸乙事
完）

刊記：天保十三年壬卯図成、嘉永六年癸丑月刻雲鱗
竹邨泰。

印記1宗辰所集・三井家3。

備考：践中題はr御嶽新道景勝」。画帖仕立て。前表紙
に「ホ三百三十八」（貼紙）と「ホ三百三十八／壱冊」（下ヶ

札）

Y1352－006－01　　　　　　　　　　　　信濃

［薩間之巌上］

安政3（序）（1856）

257×181ミリ2巻2冊29丁木活
題簸：後・藍間之巌巻之上表紙＝後・布目地に茶の
横引き

構成：序1（安政三年五月中旬信陽松本士清水義
洋）、本文28

刊記：信陽松本士清水義洋述（巻頭）。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考1三井ラベル「：K520・新・15」

Y1352－006－02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛言濃

［颪間之巌下］

（1856年）

256×181ミリ29丁木活
題簸：後・萱間之巌巻之下表紙：後・布目地に茶の
横引き

刊記：此書僅力十部ヲ限ル是同志二頒ツノミ活版ヲ以テ
耕書二換へ且ツ厳シク鶴クコトヲ禁ズ（巻末）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考1三井ラベル「K520・新・15」



：原・信府統記首巻表紙：原・練色・菊牡丹唐草
押し

：序1（享保九騰月穀旦朝散大夫源忠恒）、凡例

録17
＝明治十七年十一月出版・印行松本吟天社（封

：宗辰所集・三井家3。

：前表紙にr三百六十七」（貼紙）と後ろ表紙にr信
記」（下ヶ札）
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Y2352－002

信府統記　1

（1884年）

45丁活版
題簸：原・信府統記巻一表紙＝原・練色・菊牡丹唐草

文型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2352－003

信府統記　2

（1884年）

40丁活版
題簸：原・信府統記巻二表紙：原・練色・菊牡丹唐草

文型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2352－004

信府統記　3

（1884年）

40丁活版
題籏：原・信府統記巻三表紙：原・練色・菊牡丹唐草

文型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2352－005

信府統記　4

（1884年）

61丁活版
題籏：原・信府統記巻四表紙：原・練色・菊牡丹唐草

文型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2352－006

信府統記　5

（1884年）

45丁活版
題籏：原・信府統記巻五表紙：原・練色・菊牡丹唐草

文型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2352－007

信府統記　6
（1884年）

49丁活版
題籏：原・信府統記巻六表紙：原・練色・菊牡丹唐草

文型押し

3．地誌〔242〕

Y1352－007－01

信濃奇勝録　1
明治20（1887）

257×182ミリ5巻5冊37丁整版
題簸：原・信濃奇勝録井出道貞著述一表紙：原・空
色1布目地型押し

構成：序・題字5（明治20年福羽美静・丁亥亀崖恒・枕

山嬰）、凡例1（天保5信濃国佐久郡井出貞翁）、目録1

本文30
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホニ百六十二」（貼紙）と「ホニ百六十
三／五巻」（下ヶ札）

Y1352－007－02

信濃奇勝録　2
（1887年）

257×181ミリ32丁整版
題籏二原・信濃奇勝録井出道貞著述二表紙：原・空
色：布目地型押し

構成：目録1、本文31
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1352－007－03

信濃奇勝録　3
（1887年）

257×182ミリ36丁整版
題簸：原・信濃奇勝録井出道貞著述三表紙：原・空
色：布目地型押し

構成＝目録1、本文35
印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1352－007－04

信濃奇勝録　4
（1887年）

257×182ミリ36丁整版
題簸：原・信濃奇勝録井出道貞著述四表紙：原・空
色：布目地型押し

構成：目録1、本文35
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1352－007－05

信濃奇勝録　5
（1887年）

257×182ミリ37丁整版
題簸：原・信濃奇勝録井出道貞著述五表紙：原・空
色1布目地型押し
構成：目録1、本文35、賊1（翁の孫なる井出通・明治十

九年十二月末）

刊記：小松為吉・上田井出孫一・同伊藤甲造・同飯島才

治・諏訪宮坂喜代治ほか19名。
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2352－001

信府統記　首
（1884年）

226×149ミリ32巻32冊（10冊に合綴）21丁活版



〔243〕3．地　誌　3．地誌！53．岐阜県／

村戸部伝兵衛子吉左衛門ト申者所持ニテ大事ノ書トテ
（下略）。

印記＝濃州飯沼氏表佐収蔵書・渡邊蔵書・宗辰所集・三
井家3。

備考：内容はXO353－001r美濃国旧記」の系統に属す
る。後ろ表紙見返しに「此一冊者他見不許」（墨書）。前

表紙に「ル印四百三十九壱冊」（下ヶ札）、三井ラベ
ルrC235・新・5」。

XO353－003　　　　　　　　　　　　美濃・記録

濃州郡上記

宝暦8以降（1758）

282×192ミリ1巻1冊39丁写本
題籏：原・濃州郡上記表紙：原・藍色無地

印記：績川文庫北総小見川・正貞之印・宗辰所集・三井
家3・三井文庫。

備考：三井ラベル「C235・新・3」

XO353－004－01　　　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根　1］

（1786年）

265×187ミリ11巻11冊（12冊に分冊）27丁写本
題籏：原・ももくきね美濃明細記一表紙：原・斜刷毛
目

構成：遊紙1、序1（元文三戊午の春伊東実臣）、目録

1、巻1本文24
刊記：右之表目百茎根を枕古葉を別略シ自是美濃明
細記と令改名者也田中平氏信次（序文後）。
印記二宗真斉図書記。

XO353－004－02　　　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根　2］

（1786年）

265×186ミリ12丁写本
題籏：原・百くきね美濃明細記二表紙：原・斜刷毛
目

構成：遊紙1、巻2本文11
印記：宗真斉図書記。

XO353－004－03　　　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根　3］

（1786年）

265×187ミリ0丁写本
題籔：原・ももくきね美濃明細記三表紙：原・斜刷毛
目

構成：遊紙1、巻3本文30
印記：宗真斉図書記。

XO353－004－04　　　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根　4］

（1786年）

268×188ミリ57丁写本
題簸＝原・ももくきね美濃明細記四表紙1原・斜刷毛
目

構成：遊紙1、巻4本文56
印記：宗真斉図書記。

印記1宗辰所集・三井家3。

Y2352－008

信府統記　7

（1884年）

45丁活版
題籏：原・信府統記巻七表紙：原・練色・菊牡丹唐草
文型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2352－009

信府統記　8

（1884年）

53丁活版
題籏：原・信府統記巻八表紙：原・練色・菊牡丹唐草
文型押し

印記：宗辰所集・三井家3。
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版

信府統記巻九表紙：原・練色：菊牡丹唐草

十七年四月一目御屈明治十七年十一月
1・印行所長野県東筑摩郡北深志町新甲五
吟天社社主高美甚左衛門・大岩昌蔵、専
本々町通二丁目　高美甚左衛門。
所集・三井家3。

3．地誌153．岐阜県1

×0353－001　　　　　　　　　　　美濃・城主記
［美濃国旧記］

文禄3（内容）（1594）

276×187ミリ1巻1冊27丁写本
題籏：後・美濃國薔記花村外記利房・花村修理利昌
（打付け）表紙二後・藍色

刊記：此一冊者持是院法印妙全ノ記也今又抜粋於土
岐軍記及斉藤記更承於浅岡氏之臆説而輯録者也、永
禄十二己巳九月十五目花村外記利房・右一冊者持是
院旧本外記所新増也予又所見聞増加之令書写畢、文
禄三甲午年二月二十一目花村修理利昌。
印記：多田満寿・仁堂・源田氏印・宗辰所集・三井家3。

備考＝のち「百茎根」付録に収録か。三井ラベル「C235・
新・10」

XO353－002　　　　　　　　　　　美濃・城主記
［美濃国記］

寛永18（1641）

264×196ミリ1巻1冊45丁写本
題簸：後・美濃國記治乱全表紙二後・薄茶色：卍繋
ぎ型押し

構成1遊紙1、本文42、書写奥2
刊記：右此一冊ハ持是院法印妙全之目記ヨリ今世迄其
名功奇所ヲ記ス家伝美濃国記ト名付家宝トス、寛永十
八年辛巳年六月下旬名倉寿林軒、右ノ書物巣郡軽海



［百茎根　10］

（1786年）

267×186ミリ30丁写本
題籏二原・ももくきね三野明細記十表紙：原・斜刷毛

目

構成二遊紙1、巻10本文29
印記：宗真斉図書記。

XO353－00牛12　　　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根　11］
天明6（写）（1786）

267×188ミリ16丁写本
題籏：原・ももくきね美濃明細記十一大尾表紙1原・

斜刷毛目
構成：遊紙1、巻11本文14、奥書1
刊記1這箇百茎根之書垣城仕官伊東久左衛門尉實臣
之編輯也明和年中戸田侯氏教公一見後命被令納千庫
中因弦客易不得閲□然予依右書写之者僕偉諸備彼本
而倫写以子孫奥、天明六年丙午四月宮崎光保。

印記1宗真斉図書記。

XO353－005　　　　　　　　　　　　美濃・故事

垂井神泉記
寛政3（序）（1791）

274×191ミリ1巻1冊30丁写本
題籏：原・垂井神泉記表紙：後・灰色：観世水に葵桜な

ど型押し
構成：遊紙1、序1（亥中夏上弦・烏鳶子）、神名1、目録

2、本文24、遊紙1
印記：渡邊蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「三野國不破郡垂井村神泉記」。前表紙に
「ホ三百十三／一巻」（下ヶ札）、三井ラベルrC235・新・2」

考：間紙に酸性紙を使用。前表紙に「ホ印百七十九1
冊」（下ヶ札）、三井ラベル「C235・新・11」

XO353－006－02　　　　　　　　　　　　　飛騨

［飛州志　2］

（1825年）

247×175ミリ57丁写本
題籏：原・飛州志二旧誌（朱書）表紙：原・茶色無地

構成：遊紙1、目録1、本文55
印記：尚芳園図書記・飛騨桐山文庫・宗辰所集・三井家

飛騨XO353－006－03

［飛州志　3］

誌地3〔244〕

美濃

表紙：原・斜刷毛

XO353－004－05

［百茎根　5］

（1786年）

264×188ミリ36丁写本
題簸：原・百くきね美濃明細記五

XO353－004－06　　　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根　6］

（1786年）

266×188ミリ35丁写本
題籏：原・百くきね三野明細記六表紙：原・斜刷毛
目

構成：遊紙1、巻6本文34
印記1宗真斉図書記。

XO353－004－07　　　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根　7上］

（1786年）

265×185ミリ51丁写本
題籏：原・ももくきね美濃明細記七ノ上表紙：原・斜

刷毛目

構成：遊紙1、巻7本文50
印記：宗真斉図書記。

XO353－004－08　　　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根　7下］

（1786年）

265×187ミリ26丁写本
題簸二原・ももくきね美濃明細記七ノ下表紙：原・斜

刷毛目

構成：遊紙1、巻7本文25
印記1宗真斉図書記。

XO353－004－09　　　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根　8］

（1786年）

264×187ミリ54丁写本
題簸：原・百くきね美濃明細記八表紙：原・斜刷毛

目

構成：遊紙1、巻8本文53
印記：宗真斉図書記。

XO353－004－10　　　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根　9］

（1786年）

265×187ミリ25丁写本
題簸：原・ももくきね美濃明細記九表紙：原・斜刷毛

目

構成：遊紙1、巻9本文24
印記：宗真斉図書記。

美濃XO353－004－11



〔245〕3．地誌153．岐阜県ノ誌地3

戊寅八月朔日越後館機枢郷）

記：干時歳次乙酉文政万年第八従冬十月之旬至干
十二月朔卒業、錬江南涯岡田□。

記：尚芳園図書記・飛騨桐山文庫・宗辰所集・三井家

考：間紙に酸性紙を使用。三井ラベル「C235・新
」
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XO353－007－01　　　　　　　　　　美濃・村高帳

［美濃国郡村記　上］

（1839年）

231×156ミリ2巻2冊37丁写本
題籏：原・濃州郡庄枝高邑巻之上表紙：原・横刷毛
目

印記：松井蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：三井ラベル「C235・新・9」

XO353－007－02　　　　　　　　　美濃・村高帳

［美濃国郡村記　下］

天保10（写）（1839）

230×157ミリ41丁写本
題簸：原・濃州郡庄枝高邑巻之下表紙：原・横刷毛
目

刊記：天保十己亥年下旬写畢松井範春書之（印・藤
原範斉）。

印記：松井蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：類似の記事がr百茎根」巻6にあり。

XO353－008－01（1）　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根　1］

（1842年）

276×197ミリ11巻11冊（5冊に合綴）20丁写本
題簸＝後・百茎根美濃國一之三表紙：原・薄茶色：
布目地型押し
構成：目録1、本文19

刊記1此書始メ六巻ハ草稿ヲ以写シ末ノ四巻ハ清書二
従カウ是故二六以上ハ巻々二次第ヲ記サズ是二依テ巻
ノ題二附シテ叙テ記ス則チ本書ノ巻別ナリ（目録）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：後ろ表紙見返しにr弄泉居主人」（墨書）。前表紙

にrホ印八十壱／五巻」（下ヶ札）、三井ラベルrC235・
新・8」

美濃XO353－008－01（2

［百茎根　2］

（1842年）

12丁写本

美濃XO353－008－01（3

［百茎根　3］

（1842年）

29丁写本

美濃XO353－008－02（1

［百茎根　4］

（1842年）

（1825年）

247×176ミリ39丁写本
題籏：原・飛州志三神社（朱書）表紙：原・茶色無地

構成：遊紙1、目録1、本文37
印記：尚芳園図書記・飛騨桐山文庫・宗辰所集・三井家
3。

備考：問紙に酸性紙を使用。三井ラベル「C235・新・11」

XO353－006－04　　　　　　　　　　　　　飛騨

［飛州志　4］

（1825年）

247×176ミリ60丁写本
題籏＝原・飛州志四佛閣上（朱書）表紙：原・茶色無
地

構成1遊紙1、目録1、本文58
印記：尚芳園図書記・飛騨桐山文庫・宗辰所集・三井家
3。

備考：間紙に酸性紙を使用。三井ラベル「C235・新・11」

XO353－006－05　　　　　　　　　　　　　飛騨

［飛州志　5］

（1825年）

247×177ミリ31丁写本
題簸：原・飛州志五佛閣下（朱書）表紙：原・茶色無
地

構成：遊紙1、目録1、本文29
印記＝飛騨桐山文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：間紙に酸性紙を使用。三井ラベル「C235・新・11」

XO353－006－06　　　　　　　　　　　　　飛騨

［飛州志　6］

（1825年）

247×176ミリ23丁写本
題簸：原・飛州志六城迩（朱書）表紙：原・茶色無地

構成1目録1、本文22
印記：尚芳園図書記・飛騨桐山文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：問紙に酸性紙を使用。

XO353－006－07　　　　　　　　　　　　　飛騨

［飛州志　7］

（1825年）

246×176ミリ62丁写本
題籏1原・飛州志七諸雑（朱書）表紙：原・茶色無地
構成：目録3、本文58、遊紙1
印記：尚芳園図書記・飛騨桐山文庫・宗辰所集・三井家
3。

備考：間紙に酸性紙を使用。三井ラベルrC235・新・
11」

XO353－006－08　　　　　　　　　　　　　飛騨
［飛州志　付録］

文政8（1825）

248×175ミリ25丁写本
題籏＝原・飛州志附録寛諸傳（朱書）表紙：原・茶色
無地
構成：遊紙1、付録目録1、本文22、賊1（文政紀元歳



〔246〕　3．地誌

275×198ミリ23丁写本
題簸：後・百茎根美濃國四之六表紙＝原・薄茶色1
布目地型押し
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：後ろ表紙見返しに「弄泉居主人」（墨書）。三井ラ

ベルrC235・新・8」

XO353－008－02（2）

［百茎根5］

（1842年）

10丁写本

XO353－008－02（3）

［百茎根6上］
（1842年）

41丁写本

美濃

美濃

XO353－008－03　　　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根6下］
（1842年）

275×198ミリ47丁写本
題籏：後・ももくきね美濃國下ノ六表紙：原・薄茶
色＝布目地型押し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：後ろ表紙見返しにr弄泉居主人」（墨書）。三井ラ

ベルrC235・新・8」

XO353－008－04（1〉　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根7］

（1842年）

276×198ミリ63丁写本
題簸：後・百茎根美濃國七之八表紙：原・薄茶色：
布目地型押し
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：後ろ表紙見返しにr弄泉居主人」（墨書）。三井ラ

ベル「C235・新・8」

XO353－008－04（2）

［百茎根8］

（1842年）

写本

濃美

XO353－008－05（1）　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根9］

（1842年）

275×197ミリ22丁写本
題籏＝後・茂々久岐根美濃國九十終表紙：原・薄茶
色：布目地型押し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考1後ろ表紙見返しに「弄泉居主人」（墨書）。三井ラ

ベル「C235・新・8」

XO353－008－05（2）

［百茎根　10］

（1842年）

美濃

19丁写本

XO353－008－05（3）　　　　　　　　　　　美濃

［百茎根　付録］

天保13（写）（1842）

41丁写本
構成：本文40、賊1
刊記：此一冊者持是院法印妙全斉藤新四郎利良之記
也今又抜粋於土岐軍記及斉藤記ヲ更二承於浅岡氏之
臆記而輯録者也、永禄十巳九月十五目斉藤一族花村
外記利房・右一冊者持是院旧本外記所新増也予又所
見開増加之ヲ令書写畢、文禄三年甲午二月廿一日花
村修理利昌・此本家伝之旧尤為実録者也今又慶長軍
記及太田牛一目記諸家旧記故老伝説等校合之令増補
者也、元和三年丁巳仲春十三目・此一冊加賀野村後
藤氏ノ秘蔵ナルヲ万石村清水清助以朋友好ヲ請ヒ借霜

写之不許他見ヲ然ル所岡田四郎右衛門以廻縁故披見
語予予以彼副状及自頼状天保十三壬寅年九月晦目得
賛同極月五目申下刻令書写畢ヌ、岡田文蔵（付録
賊）。

XO353－009　　　　　　　　　　　　　城主記
［濃陽戦記］

明治18（写）（1885）

215×150ミリ1巻1冊116丁写本
題籏1後・濃陽戦記井國主系傳全表紙1後・薄茶色
無地

構成：目録2、本文111、書写奥3
刊記：永禄十二年九月十五目花村外記利房・文禄三甲

午年二月廿五日・元和三丁巳年仲屯目十三目花村半
左衛門尉・寛永十八辛巳年三月五目石倉寿林軒・宝永
三丙戊年五月九日小牧氏令軒写平田通宣・享保九甲
辰年季春目深見氏盛時・安永六丁酉歳仲穐濃陽加茂
郡下迫間郷桐庵石原源清尚・明治拾八年四月下旬忠
恕改写之。

印記：宗辰所集・三井家3・三井文庫。

備考：内容は、XO353－001「美濃国旧記」の系統に属す

る。前表紙に「イ印二百廿三1壱冊」（下ヶ札）、三井ラベ
ノレ「C235・新・6」

Y1353－001　　　　　　　　　　　　　名所記

美濃奇観上
明治13（1880）

226×154ミリ2巻2冊43丁整版
題籏：原・美濃奇観三浦千春著上表紙1原・水色無
地

構成：序7、本文36
刊記：明治十三年一月刊行（封面）。

印記：合図蔵書庫記・宗辰所集・三井家3。

備考：三井ラベル「C235・新・1」

Y1353－002　　　　　　　　　　　　　　名所記

美濃奇観下
（1880年）

226×154ミリ36丁整版
題簸：原・美濃奇観三浦千春著下表紙：原・水色無
地
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記：山に三スンシウエシリ萬弥・宗辰所集・三井家

考：後ろ表紙にrかち町金沢」（墨書）。前表紙に「ヲ百

十六」（貼紙）と「ヲ印百九十六／壱冊」（下ヶ札）。

印
乱
備
九

XO354－003－01　　　　　　　　　　　　駿河
［新編駿河国志　1］

（1854年）

263×169ミリ4巻4冊55丁写本
題簸：原・駿河国志元表紙：原・浅花田色布目地型
押し

構成：目録3、本文52

刊記1荏土謙山池上久孝集録（巻頭）。
印記：小日向中之橋齊藤文庫・寅帯館図書記・宗辰所
集・三井家3。
備考1三井ラベル「C238・新・9」

XO354－003－02　　　　　　　　　　　　駿河
［新編駿河国志　2］

（1854年）

263×168ミリ45丁写本
題籏：原・駿河国志亨表紙：原・浅花田色布目地型
押し

構成：目録3、本文42

印記：小目向中之橋齊藤文庫・寅帯館図書記・宗辰所
集・三井家3。
備考：三井ラベル「C238・新・9」

XO354－003－03　　　　　　　　　　　　駿河
［新編駿河国志　3］

（1854年）

263×168ミリ35丁写本
題籏：原・駿河国志利表紙：原・浅花田色布目地型
押し

構成：目録2、本文33

印記：小目向中之橋齊藤文庫・寅帯館図書記・宗辰所
集・三井家3。
備考1三井ラベル「C238・新・9j

XO354－003－04　　　　　　　　　　　　駿河
［新編駿河国志　4］

嘉永7（内容）（1854）

264×169ミリ45丁写本
題籏：原・駿河国志貞表紙：原・浅花田色布目地型
押し

構成：城代・定番・町奉行・大番ほか人名録、非常異変

印記＝小日向中之橋齊藤文庫・寅帯館図書記・宗辰所
集・三井家3。
備考：三井ラベル「C238・新・9」

遠江XO354－004－01

［掛川誌　総目］
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構成1本文33、践3（明治己卯岐阜県令従五位小崎利
準）

刊記：明治十二年十二月五日版権免許、著者岐阜県
美濃国武儀郡小瀬村岐阜県士族三浦千春・出版人同
県同国岐阜末広町同県平民三浦饒三郎・発免人岐阜
米屋町同県平民三浦源助。
印記：合図蔵書庫記・宗辰所集・三井家3。

備考1定価45銭。彫り師に関する情報（「尾張名古屋剤
剛師豊原堂刀」）あり。

3．地誌154．静岡県1

×0354－001（1）　　　　　　　　　　　駿河・随筆

［不尽嶽志］

文政12（1829）

222×139ミリ4巻4冊（1冊に合綴）22丁写本
題籏：原・不尽嶽志東游日暦北行目譜駿河府志
完表紙：原・薄茶色瓢箪型押し
構成：目録1、本文21
刊記：簡堂羽倉天則撰。

印記＝小澤習園崎賞之印・小澤文庫・宗辰所集・三井家

3
不
政
2
籏
　
成
記
記

刈
［
文
2
2
題
完
構
刊
印
亀
備
二
以

考：可也簡堂の罫紙を使用。前表紙にrホ四百三十
」（貼紙）とrO（朱）ホ印四百三十二壱冊」（下ヶ札）。

下XO354・001（2）～（4）も参照。

XO354－001（2）　　　　　　　　　　駿河・日記
［東游日暦］

文政10（1827）

7丁写本
刊記：簡堂羽倉天則撰。

備考：書誌情報はXO354－001（1）［不尽嶽志］を参照。

XO354－001（3）　　　　　　　　　　駿河・日記
［北行日譜］

文政12（1829）

8丁写本
刊記1簡堂羽倉天則撰。
備考：書誌情報はXO354－001（1）［不尽嶽志］を参照。

XO354－001（4）　　　　　　　　　　　　　駿河
［駿河府志］

文政11（1828）

19丁写本
構成：目録1、本文18
刊記：簡堂羽倉天則撰。

備考：書誌情報はXO354－001（1）［不尽嶽志］を参照。

XO354－002　　　　　　　　　　　駿河・城代記
［駿河国志抜書］

嘉永4（写）（1851）

240×167ミリ1巻1冊53丁写本
題簸：原・駿城御代々鏡全（打付）表紙：原・生成無
地

構成：駿河町由緒、城代・定番・町奉行・大番ほか人名

録

刊記：嘉永二酉年六月上旬写之、八冊之内壱巻。



構成：目録1、本文60、付録4
刊記＝斎田茂先纂輯（巻頭）山本忠英補正（付録頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書・付箋あり。三井ラベル「C238・新・11」

遠江70ロ

4
6

0り54

儲
3
卸

期
掛

269×194ミリ70丁写本
題籏1原・掛川誌六（打付）表紙：原・反古紙に横刷
毛目

構成：目録1、本文60、付録9
刊記：斎田茂先纂輯（巻頭）山本忠英補正（付録頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。三井ラベル「C238・新・11」

江遠XO354－004－08

掛川誌7

267×193ミリ83丁写本
題簸：原・掛川誌七（打付）表紙：原・反古紙に横刷

毛目

構成：目録1、本文82
刊記：山本忠英纂輯（巻頭）。

印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。三井ラベル「C238・新・11」

遠江90ロ
4
8

0り54

儲
3
川

期
掛

268×193ミリ66丁写本
題簸：原・掛川誌八（打付）表紙：原・反古紙に横刷

毛目

構成1目録1、本文65
刊記：山本忠英纂輯（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C238・新・11」

遠江XO354－004－10

掛川誌9

268×193ミリ75丁写本
題籏1原・掛川誌九（打付）表紙：原・反古紙に横刷

毛目

構成：目録1、本文74

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。三井ラベル「C238・新・11」

遠江XO354－004－11

掛川誌10

268×194ミリ76丁写本
題籏＝原・掛川誌十（打付）表紙＝原・反古紙に横刷
毛目

構成：目録1、本文75
刊記：山本忠英纂輯（巻頭）。

誌3．地〔248〕

刊記：斎田茂先纂輯（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。前表紙に「ホ印百七拾四／拾二巻」（下ヶ

札）、三井ラベル「C238・新・11」

遠江XO354－004－02

掛川誌　1

268×193ミリ49丁写本
題簸：原・掛川誌一（打付）表紙：原・反古紙に横刷
毛目

構成：目録1、本文44、付録4
刊記：斎田茂先纂輯（巻頭）山本忠英補正（付録頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考1朱書・付箋あり。三井ラベル「C238・新・11」

遠江XO354－004－03

掛川誌2

268×194ミリ73丁写本
題籏：原・掛川誌二（打付）表紙：原・反古紙に横刷

毛目

構成：目録1、本文61、付録11
刊記：斎田茂先纂輯（巻頭）山本忠英補正（付録頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：朱書・付箋あり。48丁丁間にr飛鳥」に関する切
紙1紙あり。三井ラベル「C238・新・11」

遠江XO354－004－04

掛川誌3

268×193ミリ84丁写本
題簸：原・掛川誌三（打付）表紙：原・反古紙に横刷

毛目

構成：目録1、本文78、付録5
刊記＝斎田茂先纂輯（巻頭）山本忠英補正（付録頭）。

印記1宗辰所集・三井家3。
備考：朱書・付箋あり。三井ラベルrC238・新・11」

遠江50ロ

4
4

　り54

酷

ヨ
　
ロ

漁
捌

268×192ミリ90丁写本
題籏：原・掛川誌四（打付）表紙：原・反古紙に横刷

毛目

構成：目録1、本文80、付録9
刊記：斎田茂先纂輯（巻頭）山本忠英補正（付録頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書・付箋あり。三井ラベル「C238・新・11」

遠江XO354－004－06

掛川誌5

表紙：原・反古紙に横刷
268×195ミリ65丁写本
題籏＝原・掛川誌五（打付
毛目



印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C238・新・11」

XO354－004－12

掛川誌11
遠江

268×195ミリ100丁写本
題簸：原・掛川誌十一（打付）表紙：原・反古紙に横
刷毛目

構成：目録1、本文99
刊記＝山本忠英纂輯（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。三井ラベル「C238・新・11」

XO354－004－13

掛川誌12
遠江

270×194ミリ82丁写本
題籏：原・掛川誌十二（打付）表紙：原・反古紙に横
刷毛目

構成：目録1、本文81

刊記1紙数八十二枚閏五月廿九目より写初、一目二付
十枚ヅツ写、六月□目写ヲハル・山本忠英纂輯（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。三井ラベル「C238・新・11」

Y1354－001－01　　　　　　　　　　駿河・名勝記

駿州名勝志上
（1786年）

272×180ミリ4巻4冊（3冊に合綴）44丁整版
題籏：原・駿州名勝志上之巻表紙：後・空色無地
構成＝序4（天明癸卯秋山章ほか）、凡例・引用書目4、

目録1、上巻本文35
刊記：駿東隣山川合長行子方編輯、同県門人植松脩
道子敬校閲。

印記：本居文庫。

Y1354－001－02　　　　　　　　　　駿河・名勝記

駿州名勝志中
（1786年）

272×180ミリ23丁整版
題籏：原・駿州名勝志中之巻表紙：後・空色無地
構成：目録1、本文22
印記：本居文庫。

Y1354－001－03　　　　　　　　　　駿河・名勝記

［駿州名勝志　下・付録］

天明6（1786）

273×180ミリ15丁整版
題簸：原・駿州名勝志下之巻表紙：後・空色無地
構成1目録1、本文8、付録4、板元略目録2、広告

刊記：天明六年丙午之初夏東都書林　目本橋室町三
丁目須原屋市兵衛板。
印記：本居文庫。

3．地　誌　3．地誌154．静岡県／　〔249〕

Y1354－002　　　　　　　　　　　　遠江・名所

とほたあふせのき
天明6（序）（1786）

272×160ミリ1巻1冊18丁整版
題籏：原・登寳当安布瀬農伎表紙：原・白色：雲紋に
春の七草型押し

構成：序1（天明丙午秋九月　海巣思孝）、本文17、賊
（遠江入野の江三山の下にすめる方壷）

印記＝遠入野酒屋・武山亭？・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ百五拾六」（貼紙）と「ホ百五拾六／一
巻」（下ヶ札）。

Y1354－003（1）　　　　　　　　　　駿河・随筆
［不尽嶽志］

（1829年）

228×151ミリ4巻4冊（1冊に合綴〉13丁整版
題籏：原・不尽嶽志陞秘録環樫録駿城記表紙：
後・薄茶色無地
印記：三井文庫。

備考：可也簡堂の罫紙を使用。葛城後喬用九（巻頭）。

三井ラベルrC238・15」。以下Y1354－003（2）～（4）も参
照。

Y1354－003（2）　　　　　　　　　　　　　駿河
［陞秘録］

（1829年）

6丁整版
備考：書誌情報はY1354－003（1）［不尽嶽志］を参照。

Y1354－003（3）　　　　　　　　　　　　　駿河
［環松録］

（1829年）

6丁整版
備考：書誌情報はY1354－003（1）［不尽嶽志］を参照。

Y1354－003（4）　　　　　　　　　　　　駿河
［駿城記］

（1829年）

7丁整版
備考：書誌情報はY1354・003（1）［不尽嶽志］を参照。

Y1354－004　　　　　　　　　　　　駿河・随筆

駿河府志

文政12（1829〉

250×158ミリ1巻1冊19丁木活
題籏：原・駿河府志全表紙：後・茶色無地
構成：目録1、本文18

刊記：文政十二己丑年仲秋久能山御用御書物所駿
河江川町採選亭鐵屋十兵衛。
印記：本居文庫・三井文庫。

備考：羽倉天則用九氏撰、三井ラベルrC238・10」。

Y1354－005
［熱海温泉図彙］

天保3（1832）

伊豆・案内記
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213×148ミリ1巻1冊26丁整版
題籏：後・熱海温泉圖彙完表紙：後・薄茶色無地
構成：序3（文政庚寅七月廿日京山人百樹）、本文23

刊記：画図岩瀬京水・渓斉英泉・歌川国安、傭書洛橋

舎楓川、天保三年辰春上梓発免江戸馬喰町二丁目山
口屋藤兵衛板。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C238・新・14」。

Y2354－001　　　　　　　　　　　　案内記
桂谷誌

明治29（1896）

201×128ミリ1巻1冊43丁活版・銅板
題簸：原・桂谷誌完表紙：原・洋紙
構成：序6、図2、明治屋ほか広告8、凡例1、本文15、

図5、広告6
刊記：明治廿九年出版・発行、著作者静岡県平民竹村
五百枝（伊豆国田方郡修善寺村大字熊坂）、発行者松

根健三（修善寺村大字修善寺）、印刷者鈴木耕太郎
（東京市京橋区南槙町）、印刷所三功舎（京橋区南槙
町）。

印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：定価15銭。昭和7年、三井ラベルrC238・新・
17」
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XO355－001　　　　　　　　　　　　三河・書上

三河国古城蹟考

正保1（1644）

240×157ミリ1巻1冊23丁写本
題簸1原後・三河國古城蹟考完表紙：原・生成（内表
紙）、後・薄茶色無地

刊記：正保元年甲申仲冬目遠江國問宮氏以時記焉。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「三河国城砦屋鋪古跡覚書」、朱書あり。
前表紙に「ヲ九十九」（貼紙）と「ヲ印九十九／壱冊」（下ヶ

札）

XO355－002
［熱田神社問答雑録］

宝永1（序）（1704）

222×159ミリ1巻1冊29丁写本

尾張

題籔：後・熱田神社問答雑録表紙：後・絹に墨書

構成：序1（宝永改元上冬、問津亭主人）、本文28
刊記：尾府下蔭士藤原信景集・正六位上尾張宿禰仲頼
閲・従四位下度会神主延経校（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：墨・朱書あり。前表紙にrホ四百十二三七」

XO355－003－01　　　　　　　　　　　　　三河

［三河雀上］

宝永4（序）（1707）

242×166ミリ2巻2冊31丁写本
題簸＝後・三河雀上表紙：後・布目地型押しに金色横

刷毛目
構成＝序4（宝永四丁亥林鐘目三州御油駅才化翁）、巻

1本文27
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：朱書あり。序に全4冊とあるが現存は2冊。前表
紙に「ホ三百七」（貼紙）と「ホ印三百七／　冊」（下ヶ札）、

メモ書「C239」

XO355－003－02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三河

［三河雀下］

（1707年）

241×166ミリ20丁写本
題籏1後・三河雀下表紙：後・布目地型押しに金色横

刷毛目

印記：宗辰所集・三井家3。

XO355－004　　　　　　　　　　　　　　尾張

厚見草

享保5（1720）

230×170ミリ1巻1冊59丁写本
題簸：原・厚見草全表紙1後・覗色布目地型押し

構成：内表紙1、本文57、奥書1
刊記：延宝六年戊午八月廿三目也（中略）名ヲ厚覧草ト

名付ケルナリ、右術字落字闘文等問可有之如伝本令書写

而已畢干時享保五年庚子三月十八日森□頼久水。
印記：風楓亭・草山・要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：「右厚見草文政七申年八月朔目求之水埜篤
誠」「水野没後此書落書佑之手嘉永戊戌十一月十六日

余買之秋田屋源助者欝之細野忠陳識慶応元年乙
丑九月朔目夜通読加朱」。前表紙に「ホ四百十二一
九」（貼紙）

XO355－005－01　　　　　　　　　　　　尾張

尾陽名勝志1
享保7（序）（1722）

236×164ミリ6巻6冊45丁写本
題籏：原・尾陽名勝志壱全六冊表紙：原・横刷毛目
構成：序・目録1（享保七年伊童随用）、本文44

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：上小口に「尾宮三ニセン」（墨書）。前表紙に「三

百六十六」（貼紙）と「ホ印三百六十六／六巻」（下ヶ札）

XO355－005－02　　　　　　　　　　　　　尾張

尾陽名勝志2
（1722年）

237×164ミリ25丁写本
題簸：原・尾陽名勝志弐表紙：原・横刷毛冒
印記：宗辰所集・三井家3。
備考＝上小口にr尾宮三ニセン」（墨書）

XO355－005－03　　　　　　　　　　　　尾張

尾陽名勝志3
（1722年）

236×164ミリ37丁写本
題籏：原・尾陽名勝志三表紙：原・横刷毛目
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：上小口に「尾宮三ニセン」（墨書）
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遊紙1、凡例2、目録3、図6、巻1本文16
臣松平秀雲士龍撰・臣千村伯斎迂美校（目録

：宗辰所集・三井家3。

＝前表紙に「ホ四百三十一」（貼紙）と「ホ印四百三
／八冊」（下ヶ札）

成
記
九
記
考
一

構
刊
頭
印
備
十

尾張XO355－007－01（2）

［張州府志　2］

（1752年）

11丁写本

尾張XO355－007－01（3）

［張州府志　3］

（1752年）

13丁写本

XO355－007－02（1）　　　　　　　　　　　尾張
［張州府志　4］

（1752年）

271×189ミリ28丁写本
題簸：原・張州府志二表紙：原・薄茶色無地

構成：図5、巻4本文19
印記：宗辰所集・三井家3。

尾張XO355－007－02（2）

［張州府志　5］

（1752年）

21丁写本

尾張XO355－007－02（3）

［張州府志　6］

（1752年）

9丁写本

XO355－007－03（1）　　　　　　　　　　　尾張
［張州府志　7］

（1752年）

271×190ミリ28丁写本
題籏：原・張州府志三表紙1原・薄茶色無地

構成：図5、巻7本文23
印記：宗辰所集・三井家3。

尾張XO355－007－03（2）

［張州府志　8］

（1752年）

32丁写本

尾張XO355－007－03（3）

［張州府志　9］

（1752年）

25丁写本

XO355－005－04　　　　　　　　　　　　　尾張

尾陽名勝志　4
（1722年）

237×164ミリ37丁写本
題簸：原・尾陽名勝志四表紙：原・横刷毛目
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：13丁の間に半紙1（寺院開基に関する）あり。上
小口に「尾宮三ニセン」（墨書）

尾張XO355－005－05

尾陽名勝志　5
（1722年）

236×164ミリ30丁写本
題籏：原・尾陽名勝志五表紙：原・横刷毛目
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：上小口に「尾宮三ニセン」（墨書）

XO355－005－06　　　　　　　　　　　　尾張

尾陽名勝志　6
（1722年）

237×163ミリ35丁写本
題簸：原・尾陽名勝志六止表紙：原・横刷毛目
印記：宗辰所集・三井家3。
備考1上小口に「尾宮三ニセン」（墨書）

XO355－006－01　　　　　　　　　　　　三河
三河国二葉松　上
元文6（序）（1741）

285×205ミリ2巻2冊59丁写本
題簸：原・三河國二葉【】表紙：原・覗色無地

構成：序2（松泓小笠原基長・元文六年渡辺竪）、本文
57
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「二葉上」（墨書）、朱書・付箋あり。大

正11年11月時刻表入る。前表紙に「ホ百六十七」（貼
紙）と「ホ印百六十七／二冊」（下ヶ札）。

XO355－006－02　　　　　　　　　　　　三河
三河国二葉松　下
（1741年）

285×205ミリ69丁写本
題簸：原・三河國二葉松下表紙：原・覗色無地

構成：本文67、践2（元文庚申佐野監物知尭）
刊記：二葉松加毫之連名、吉田城内小笠原基長・岡崎
満性寺東泉坊教山・西郡三好紀隆・新城太田長孝・牛

久保渡辺豊綱・吉田渡辺竪、参州宝飯郡宮島郷長山
村佐野知尭。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：下小口に「二葉下」（墨書）、朱書・付箋あり。

XO355－007－01（1）　　　　　　　　　　　尾張
［張州府志　1］

宝暦2（1752）

270×190ミリ31巻31冊（8冊に合綴〉29丁写本
題簸：原・張州府志一総計八本（打付）表紙：原・薄
茶色無地
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XO355－007－04（1）　　　　　　　　　　　尾張

［張州府志　10］

（1752年）

272×190ミリ15丁写本
題簸：原・張州府志四表紙二原・薄茶色無地

構成：図1、巻10本文14
印記：宗辰所集・三井家3。

XO355－007－04（2）

［張州府志　11］

（1752年）

50丁写本

XO355－007－04（3）

［張州府志　12］

（1752年）

20丁写本

XO355－007－04（4）

［張州府志　13］

（1752年）

28丁写本

尾張

尾張

尾張

XO355－007－05（1）　　　　　　　　　　　尾張

［張州府志　14］

（1752年）

272×190ミリ27丁写本
題簸：原・張州府志五表紙：原・薄茶色無地

構成：図4、巻14本文23
印記：宗辰所集・三井家3。

XO355－007－05（2）

［張州府志　15］

（1752年）

25丁写本

XO355－007－05（3）

［張州府志　16］

（1752年）

11丁写本

XO355－007－05（4）

［張州府志　17］
（1752年）

20丁写本

尾張

尾張

尾張

XO355－007－06（1）　　　　　　　　　　　尾張

［張州府志　18］
（1752年）

272×190ミリ20丁写本
題簸：原・張州府志六表紙：原・薄茶色無地

構成：図3，巻18本文17
印記：宗辰所集・三井家3。

XO355－007－06（2）

［張州府志　19］

（1752年）

14丁写本

XO355－007－06（3）

［張州府志　20］

（1752年）

21丁写本

XO355－007－06（4）

［張州府志　21］

（1752年）

22丁写本

尾張

尾張

尾張

XO355－007－07（1）　　　　　　　尾張・年中行事

［張州府志　22］

（1752年）

272×190ミリ21丁写本
題籏1原・張州府志七表紙：原・薄茶色無地

構成：図3、巻22本文18
印記：宗辰所集・三井家3。

XO355－007－07（2）

［張州府志　23］

（1752年）

17丁写本

XO355－007－07（3）

［張州府志　24］

（1752年）

21丁写本

XO355－007－07（4）

［張州府志　25
（1752年）

16丁写本

XO355－007－07（5）

［張州府志　26］

（1752年）

19丁写本

尾張

尾張

尾張

尾張

XO355－007－08（1）　　　　　　　　　　　尾張

［張州府志　27］

（1752年）

273×189ミリ30丁写本
題籏1原・張州府志八終表紙：原・薄茶色無地
構成：図1、巻27本文29
印記：宗辰所集・三井家3。

XO355－007－08（2）

［張州府志　28］

尾張
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［名府年中行事　4］

（1781年）

234×164ミリ27丁写本
題簸：原・名府年中行事冬表紙：原・栗色無地
印記：尾張細野氏記・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホ四百十二三」（貼紙）

尾張XO355－009－04（2）

［名府年中行事　付録］

（1781年）

2丁写本

XO355－010　　　　　　　　　　　　　　尾張
［尾州御城記］

天明9（写）（1789）

270×197ミリ1巻1冊50丁写本
題籔：後・尾州御城記全表紙：後・斜刷毛目

刊記：天明九己酉年正月写之於府下福井町買獲之
加表紙畢松涛主人（花押）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内表紙見返しr此記尾州御城記トアルママニ題ヲ押ス

然共是ハ後人ノ書加ヘタルカ難信若シハ尾陽始君知又ハ同

始君録ノ類ノー本ナルモノ欺進テ吟味シタシ徳義」（付箋）。

前表紙に「ヲ百二拾六」（貼紙）と「ヲ百廿六／一巻」（下ヶ

札）、メモ書「C239」

XO355－011　　　　　　　　　　　　尾張・名所記

張州略記

寛政2（1790）

244×167ミリ1巻1冊35丁写本
題簸：原・張州略記全表紙：後・薄茶色無地
刊記：寛政二庚戌年七月二目（巻末）、元治甲子十月
買之貸書雛胡月堂要斎（印）（後ろ表紙見返し）。

印記：要斎蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：「かし本大野屋」の用紙を使用。前表紙「ホ四百

十二四」（貼紙〉

XO355－012
［岡崎領主古記］

寛政10（1798）

270×192ミリ1巻1冊31丁写本
題簸：原・なし表紙：原・なし

刊記：此本書ハ予寛政戊午ノ暮春泊三州額田郡岩津
妙心寺菅農中村左京益貞翁ノ［コ見之事々的実而坐□

宥当代之態以照流俗浮浪ノ本書則然可昭邪正実為予
□略也望之不移老翁云此書ハ水野侯時岡崎村寺社旧
士印素携其当代守主諸之其余事実桃雲霧如望青天壼
亦不□怪耶。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考1ボール紙の表紙つき。三井ラベル（か）「C239・
3」。

XO355－013（1）　　　　　　　　　　尾張・名所記

［尾張名勝地志　上］

（1804年）

236×168ミリ2巻2冊（1冊に合綴）19丁写本

（1752年）

23丁写本

尾張XO355－007－08（3）

［張州府志　29］

（1752年）

17丁写本

尾張XO355－007－08（4）

［張州府志　30］

（1752年）

20丁写本

尾張XO355－007－08（5）

［張州府志　付録］

（1752年）

10丁写本

XO355－008　　　　　　　　　　　尾張・城主記

尾張古城記
明和7（写）（1770）

235×169ミリ1巻1冊7丁写本
題簸：原・尾張古城記全忠表紙：後・薄茶色無地
構成：遊紙1、本文6

刊記：明和七庚寅季冬十一月旬写之瀧川紀忠厚
（印）。

印記1滝川氏口□・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ四百十二一二」（貼紙）

XO355－009－01　　　　　　　　　尾張・年中行事

［名府年中行事　1］

天明1（1781）
235×164ミリ5巻5冊（4冊に合綴）31丁写本
題籏＝原・名府年中行事春表紙：原・栗色無地
構成：序2（天明元年辛丑除夜張府花泰具庵）、本文29
印記：尾張細野氏記・谷文・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ四百十二三」（貼紙）、「共四」（墨
書）

XO355－009－02　　　　　　　　尾張・年中行事

［名府年中行事　2］

（1781年）

234×164ミリ25丁写本
題簸1原・名府年中行事夏表紙：原・栗色無地
印記＝尾張細野氏記・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙rホ四百十二三」（貼紙）

XO355－009－03　　　　　　　　　尾張・年中行事

［名府年中行事　3］

（1781年）

235×164ミリ18丁写本
題簸：原・名府年中行事秋表紙：原・栗色無地
印記：尾張細野氏記・宗辰所集・三井家3。

尾張・年中行事XO355－009－04（1）



文化7（写）（1810）

235×163ミリ1巻1冊99丁写本
題籏：原・熱田蕾記表紙：原・覗色：布目地型押し

構成：遊紙1、本文97、奥書1
刊記：文化七甲午歳夏五月晦目写終水野由右衛門
藤原克忠（佐次右衛門源篤誠）花押・印、水野没後此

書落書商之手嘉永庚戌十一月十六目余買之秋田屋源
助者細野忠陳識（印）、万延二年辛酉正月九目以古
屋氏蔵本校合之古屋氏本不載御書二十二通忠陳
識。

印記1天平園・要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：6・7丁丁間に付箋がある。前表紙に「ホ四百十二
一七」（貼紙）。

XO355－017－01（1）　　　　　　　　　　　尾張

［犬山里語記　1］

文化14（序）（1817）

235×164ミリ9巻9冊（4冊に合綴）29丁写本
題籏：後・犬山里語記一二三表紙：原・黄色二布目地
菊花文型押し
構成：序2（文化十四年丁丑五月信易）、付言3、目録3、

巻1本文21
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙見返しに「陳識」の貼紙1・切紙1、8丁目
の紙間に城主に関する切紙1あり。前表紙にrホ四百
八」、（貼紙）と「ホ印四百八／四冊」（下ヶ札）

尾張XO355－017－01（2）

［犬山里語記　2］
（1817年）’

22丁写本

XO355－017－02（1）　　　　　　　　　　　尾張

［犬山里語記　5］

（1817年）

235×164ミリ18丁写本
題籏：後・犬山里語記五六表紙＝原・黄色：布目地菊

花文型押し
構成：目録1、本文17
印記：宗辰所集・三井家3。

尾張XO355－017－02（2）

［犬山里語記　6］

12丁写本
構成：目録1、本文11

XO355－017－03（1）　　　　　　　　　　　尾張

［犬山里語記　8］

（1817年）

235×165ミリ24丁写本
題簸：後・犬山里語記八九表紙：原・黄色：布目地菊
花文型押し

構成＝巻8目録1、本文22、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。

〔254〕　3．地誌

題簸：原・尾張名勝地志上下表紙：原・花田色無地
構成：目録1、本文18
印記：徳隣・要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ四百十二／一」（貼紙）

XO355－013（2）　　　　　　　　　　　　　尾張

［尾張名勝地志　下］

享和4（写）（1804）

11丁写本
構成：本文10、奥書1
刊記：衆氏輯（下巻巻頭）、寛保二年壬戌六月下旬。享

和四甲子歳二月写之水野克忠印、水野没後此書落
商手嘉永庚戌之冬余買之要斎忠陳識（忠陳印）。

XO355－014－01　　　　　　　　　　　　尾張
［犬山見聞図会　乾］

文化1（1804）

268×192ミリ2巻2冊43丁写本
題籏1後・犬山見聞圖會乾表紙：後・鉄色：布目地蜀

江文型押し

構成：序3（文化元の年前隅州従五位藤原朝臣在定
東湖山人）、凡例1（長足庵撰）、目録1、本文38、遊紙

1
印記：上り藤に木・宗辰所集・三井家3。
備考：間紙あり。前表紙に「ホニ百六十八」（貼紙）と「ホ

印二百六十八1　冊」（下ヶ札）、メモ書「C235」

XO355－014－02　　　　　　　　　　　　　尾張

［犬山見聞図会　坤］．

（1804年）

267×191ミリ24丁写本
題籏＝後・犬山見聞圖會坤表紙＝後・鉄色：布目地蜀

江文型押し

構成：目録1、本文23
印記：上り藤に木・宗辰所集・三井家3。

備考：間紙あり

XO355－015　　　　　　　　　　　　　　尾張

熱田尊命記集説
文化7（写）（1810）

236×160ミリ1巻1冊62丁写本
題籏：原・熱田尊命記集説合完表紙：原・花田色：布
目地型押し

構成：序1、上巻21、中巻21、下巻15、補遺3、書写奥

1
刊記＝元禄六年歳次癸酉秋分之日藤原信景誌之（下
巻）、文化七甲午歳五月十八目写畢藤原克忠（花押・

伯敬・篤誠之印）、徳隣印藤原克忠後改篤誠字伯敬
称佐次右衛門族水野尾張人為小吏蔵書頗多没後嗣子
不継志遺書皆落商手可歎哉嘉永庚戌之冬余買得此書
於秋田屋源助者要斎忠陳識（忠陳之印）。
印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「熱田太神宮本社末社神躰尊命記集説」。
前表紙に「ホ四百十二一八」（貼紙）

尾張XO355－016

熱田旧記
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尾張XO355－019－03

清洲志　3
（1829年）

229×158ミリ42丁写本
題簸：原・清洲志三表紙：原・薄茶色無地
構成：遊紙1、本文41
印記：昂坂氏蔵記・宗辰所集・三井家3。
備考：間紙あり。

尾張XO355－019－04

清洲志　4
（1829年）

230×156ミリ61丁写本
題籏：原・清洲志四表紙：原・薄茶色無地
構成：遊紙1、本文60

印記：昂坂氏蔵記・宗辰所集・三井家3。
備考：間紙あり。

尾張XO355－019－05

清洲志　5
（1829年）

229×156ミリ46丁写本
題籏：原・清洲志五表紙＝原・薄茶色無地
印記二昂坂氏蔵記・宗辰所集・三井家3。
備考：間紙あり。

XO355－020－01　　　　　　　　　　　　三河
三河志　首
天保7（序）（1836）

270×190ミリ40巻40冊（35冊に合綴）14丁写本
題籏：原・三河志首（打付）表紙：原・渋引（反古紙）

構成：序3（天保七丙申年孟春三河國渡辺政香）、目録

2、引用書目録9
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。校合のあとがある。目録の前に書き入れ
（「申七月廿四目　御馬鈴木忠兵衛方江返セシ印、鈴木

善兵衛殿同名書状相添夫勝蔵」）。前表紙にrホ百七
拾六」（貼紙）と「ホ印百七拾六／光六巻」（下ヶ札）。

XO355－020－02　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　1
（1836年）

270×190ミリ60丁写本
題簸：原・三河志一（打付）表紙：原・渋引（反古紙）

構成：日本総國風土記
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。朱書あり

XO355－020－03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　2
（1836年）

270×190ミリ102丁写本
題籏：原・三河志二（打付）表紙：原・渋引（反古紙）

構成：歴代事蹟部

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。朱書あり

尾張XO355－017－03（2）

［犬山里語記　9］

29丁写本
構成：巻9～11目録2、巻9本文27

XO355－017－04（1）　　　　　　　　　　　尾張

［犬山里語記　10］
（1817年）

235×164ミリ15丁写本
題籏：後・犬山里語記十十一十二表紙＝原・黄色：布
目地菊花文型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

尾張XO355－017－04（2）

［犬山里語記　11］
（1817年）

8丁写本

尾張XO355－017－04（3）

［犬山里語記　12］
（1817年）

13丁写本

XO355－018　　　　　　　　　　　　　　尾張
蓬左遷府記稿
文化14（序）（1817）

238×170ミリ1巻1冊68丁写本
題簸1原・蓬左遷府記稿表紙：後・藍色無地

構成：序2（文化歳舎丁丑夏六月　藤原品房謹撰）、凡
例1、本文65
印記：要斎珍蔵・要斎蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考1前表紙に「ホ四百十二一一」（貼紙）

XO355－019－01　　　　　　　　　　　　尾張

清洲志　1
文政12（序）（1829）

229×158ミリ5巻5冊40丁写本
題籏：原・清洲志一表紙：原・薄茶色無地
構成：遊紙1、序3（柳沢維賢・文政己丑初夏泰鼎）、目

録2、本文34
刊記：武田載周編集（巻頭）。

印記＝昂坂氏蔵記・宗辰所集・三井家3。
備考：間紙あり。前表紙rホ三百四拾」（貼紙）とrホ三百
四拾／五巻」（下ヶ札）

尾張XO355－019－02

清洲志　2
（1829年）

229×157ミリ41丁写本
題簸：原・清洲志二表紙：原・薄茶色無地
構成：遊紙1、本文40

印記：昂坂氏蔵記・宗辰所集・三井家3。
備考＝間紙あり。



備考＝草稿。朱書多数

XO355－020－08　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　10
（1836年）

268×188ミリ46丁写本
題籏：原・三河志十（打付）表紙：原・渋引（反古紙）

構成：産物部

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。朱書多数

XO355－020－09　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　11
（1836年）

270×190ミリ48丁写本
題籏：原・三河志十一（打付）表紙1原・渋引（反古
紙）

構成：碧海郡上

印記：宗辰所集・三井家3。

備考1草稿。朱書多数

XO355－020－10　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　12
（1836年）

270×189ミリ95丁写本
題籏1原・三河志十二（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：碧海郡下
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。朱書多数

XO355－020－11　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　13
（1836年）

269×189ミリ43丁写本
題籏：原・三河志十三（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：加茂郡上
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。朱書多数

XO355－020－12　　　　　　　　　　　　三河

三河志　14
（1836年）

270×189ミリ53丁写本
題簸：原・三河春十四（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：加茂郡下

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。朱書多数

XO355－020－13　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　15
（1836年）

269×190ミリ75丁写本
題簸：原・三河志十五（打付）表紙：原・渋引（反古

誌地3〔256〕

XO355－020－04（1）　　　　　　　　　　　三河

［三河志　3］

（1836年）

270×190ミリ164丁写本
題籏＝原・三河志三・四（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：（武家事績）

印記：宗辰所集・三井家3。

備考＝草稿。朱書あり、71・72丁丁間に切紙2あり

三河XO355－020－04（2）

［三河志　4］

（1836年）

写本
備考：草稿。朱書多数

XO355－020－05　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　5
（1836年）

271×190ミリ43丁写本
題簸：原・三河志五（打付）表紙：原・渋引（反古紙）

構成：延喜式貢部
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。朱書多数

XO355－020－06（1）　　　　　　　　　　　三河

［三河志　6］

（1836年）

268×189ミリ41丁写本
題籏：原・三河志六七八（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：國造悠紀神戸考
印記二宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。朱書あり

三河XO355－020－06（2）

［三河志　7］

（1836年）

写本
備考：草稿。朱書多数

三河XO355－020－06（3）

［三河志　8］

（1836年）

写本
備考：草稿。朱書多数

XO355－020－07　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　9
（1836年）

270×190ミリ19丁写本
題籏：原・三河志九（打付）表紙：原・渋引（反古紙）

構成：駅馬伝馬部
印記：宗辰所集・三井家3。
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三河志　21
（1836年）

269×188ミリ41丁写本
題籏：原・三河志廿一（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：渥海郡

印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。朱書・書き入れあり

XO355－020－20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三ジ可

三河志　22
（1836年）

270×188ミリ78丁写本
題簸：原・三河志廿二（打付）表紙＝原・渋引（反古
紙）

構成：岡崎城

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。朱書・書き入れあり

XO355－020－21　　　　　　　　　　　　三河

三河志　23
（1836年）

270×191ミリ83丁写本
題簸：原・三河志二十三（打付）表紙1原・渋引（反古
紙）

構成1西尾城

印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。朱書・書き入れあり

XO355－020－22　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　24
（1836年）

270×188ミリ55丁写本
題簸：原・三河志二十四（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：吉田城

印記：宗辰所集・三井家3。

備考1草稿。朱書・書き入れあり

XO355－020－23　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　25
（1836年）

270×188ミリ41丁写本
題簸：原・三河志二十五（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成＝城部

印記：宗辰所集・三井家3。
備考＝草稿。朱書・書き入れあり

XO355－020－24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　26
（1836年）

270×190ミリ22丁写本
題籏1原・三河志二十六（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：朱印寺社部

紙）

構成：額田郡上

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。朱書多数

XO355－020－14　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　16
（1836年）

269×188ミリ71丁写本
題籏1原・三河志十六（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：額田郡下

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。朱書・書き入れあり

XO355－020－15　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　17
（1836年）

270×190ミリ79丁写本
題籏1原・三河志十七（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：幡豆郡

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。朱書・書き入れあり

XO355－020－16　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　18
（1836年）

270×190ミリ75丁写本
題簸：原・参河志十八（打付）表紙1原・渋引（反古
紙）

構成1宝飯郡

印記1宗辰所集・三井家3。

備考1草稿。朱書・書き入れあり

XO355－020－17　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　19
（1836年）

269×188ミリ69丁写本
題籏1原・三河志十九（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：設楽郡

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。朱書・書き入れあり

XO355－020－18　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　20
（1836年）

269×188ミリ20丁写本
題簸：原・三河志二十（打付）表紙1原・渋引（反古
紙）

構成：八名郡

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。朱書・書き入れあり、カビ注意

三河XO355－020－19



×188ミリ15丁写本
・：原・三河志三十三（打付）表紙：原・渋引（反古

古戦場部
宗辰所集・三井家3。

朱書・書き入れあり
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XO355－020－31　　　　　　　　　　　　三河

三河志　34
（1836年）

271×190ミリ24丁写本
題簸：原・三河志三十四（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：浄土宗寺院部
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：朱書・書き入れあり

XO355－020－32　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　35
（1836年）

269×189ミリ52丁写本
題籏：原・三河志三十五（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成1本願寺宗寺院部
印記1宗辰所集・三井家3。
備考：朱書・書き入れあり

XO355－020－33（1）　　　　　　　　　　　三河

［三河志　36］

（1836年）

270×189ミリ48丁写本
題簸：原・三河志世六三十七（打付）表紙：原・渋引
（反古紙）

構成：観音順礼井雑部
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：朱書・書き入れあり

三河XO355－020－33（2）

［三河志　37］

（1836年）

写本
備考：朱書・書き入れあり

XO355－020－34　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　39
（1836年）

270×189ミリ61丁写本
題籏：原・三河志三十九（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：徳川略系・家康年譜

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：朱書・書き入れあり

三河XO355－020－35

三河志40
（1836年）

3．地誌〔258〕

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。朱書・書き入れあり

XO355－020－25　　　　　　　　　　　　三河

三河志　27
（1836年）

270×190ミリ67丁写本
題籏：原・三河志二十七（打付）表紙＝原・渋引（反古
紙）

構成：朱印寺院部
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：草稿。朱書・書き入れあり

XO355－020－26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三5可

三河志　28
（1836年）

270×190ミリ30丁写本
題簸：原・三河志二十八（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：人物部

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：草稿。朱書・書き入れあり

XO355－020－27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　30
（1836年）

269×190ミリ39丁写本
題簸：原・三河志三十（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：寺津村大河内系譜
印記二宗辰所集・三井家3。
備考：朱書・書き入れあり

XO355－020－28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三河

三河志　31
（1836年）

269×190ミリ36丁写本
題籏：原・三河志三十一（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成＝墳墓部

印記二宗辰所集・三井家3。

備考：朱書・書き入れあり

XO355－020－29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三5可

三河志　32
（1836年）

270×190ミリ7丁写本
題籏：原・三河志三十二（打付）表紙：原・渋引（反古
紙）

構成：鍛冶部

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：朱書・書き入れあり

三河XO355－020－30

三河志33
（1836年）
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印記：宗辰所集・三井家3。

備考1内題はr参河國古歌名跡考下之巻」。朱書・付
箋あり。

XO355－023　　　　　　　　　　　　　　尾張

尾陽始君知
天保15（写）（1844）

241×166ミリ1巻1冊27丁写本
題籏：原・尾陽始君知表紙：原・薄茶色無地

刊記：天保十五年甲辰十一月　小臣細野忠陳拝写、
朱書別本ヲ以ス元治元年甲子四月八目。
印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：朱書あり、内容は徳川義直一代記。前表紙に「ホ

四百十二二八」（貼紙）

XO355－024　　　　　　　　　　　　　　尾張

尾張百家志
弓ムイヒ3（1846）

238×166ミリ1巻1冊41丁稿本
題簸：原・尾張百家志表紙：原・薄茶色無地

刊記：弘化三年丙午九月細野忠陳。
印記：尾張細野氏記・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「先考要斎君所自輯録男得一識」（墨
書）、「ホ四百十二三一」（貼紙）

0355－025　　　　　　　　　　　　　　尾張
三張名家誌　初編　上・下

撃永1（序）（1848）

33×169ミリ2巻2冊（1冊に合綴）47丁稿本
垂籏：原・尾張名家誌初編上下合完表紙＝原・茶色

序4（尾張図書監深田正紹・嘉永改元眉山澤田
、凡例1、目録4、上巻16、下巻22
後学細野忠陳子高著・門人大沢正道吉夫校（巻
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：尾張細野氏記・宗辰所集・三井家3。

：前表紙に「草稿先考親書男得一識」（墨書〉。

返し丁問に切紙5・貼紙1、1丁丁間に罫紙切紙ほ
凡例丁間に切紙1、下巻9・16・18丁間に付箋あり
舎の罫紙を使用。後ろ表紙に貼紙（万年筆書き）あ

1表紙に「ホ四百十三三三」（貼紙）

XO355－026　　　　　　　　　　　　　　尾張
［尾張先民伝　初編］

嘉永3（1850）

235×167ミリ1巻1冊46丁写本
題簸1原・尾張先民傳表紙：原・覗色無地
構成1初編凡例1（弘化二年乙巳仲春高麗一匡）、引用

書目1、目録1、本文43
刊記：嘉永庚戌季秋五日夜書干北窓之燈下要斎細
野忠陳。

印記：要斎蔵書・要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ四百十二三〇」（貼紙）

尾張XO355－027（1）

［尾張風土記残編］

×190ミリ14丁写本
・：原・三河志四十（打付）表紙：原・渋引（反古

飢饒部
宗辰所集・三井家3。

朱書・書き入れあり
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籏
）
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XO355－021　　　　　　　　　　　　尾張・随筆

なごやの日記
天保8（写）（1837）

263×180ミリ1巻1冊24丁写本
題簸＝原・なこやの日記全表紙：後・薄茶色：瓢箪型
押し

刊記：天保八年丁酉正月三日写畢片山賢、斯篇ハ本
居大平後二稲掛ト改姓セリカ編輯セル所ニテ鈴翁力
六十歳ヲ賀シケル事アレハ則チ寛政元年己酉ノ年ナル
可シ此本ノ筆者片山賢ハ旧幕府鷹匠ニテ雑司ヶ谷組
ナリ鷹匠ナトニハ稀ナル読書家ニシテ能ク和文ヲ綴リシ

人ナルカ丹青ノ伎ヲモ善クシ大岡雲峯二学ヒシト云フ、

明治二十九年八月文渕閣書沽浅倉久兵衛店頭二購得
シー読ノ下朱筆句読ヲ点了ス酵園居士識。

印記：雑司谷片山賢・小澤酵園火後蔵書・宗辰所集・三
井家3。

備考1前表紙にrホ四百五十二」（貼紙）とrホ印四百五
十二／壱冊」（下ヶ札）。

XO355－022－01　　　　　　　　　　　　三河
［三河国古跡考　3上］

天保10（序）（1839）

263×185ミリ46丁稿本
題籏＝後・三河國古蹟考中表紙：後・薄茶色無地
構成：序8（天保10年5月賢木園主人羽田埜敬雄）、
38
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「倭名　参河國郡郷考」。朱書・付箋多
数。

XO355－022－02　　　　　　　　　　　　　三河

［三河国古跡考　3下］

天保10（序）（1839）

262×185ミリ3巻3冊69丁稿本
題籏：後・三河國古蹟考上表紙：後・薄茶色無地
構成：序5（天保10年羽田埜敬雄）、風土記考30、神
宮雑例集9、神戸御厨御薗考25
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「目本総國風土記第四十」。朱書・付箋多
数。前表紙に「ホ四百六十七」（貼紙）と「ホ印四百六十
七／三冊」（下ヶ札）

XO355－022－03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三河

三河国古跡考［古歌の下］

天保15（序）（1844）

264×185ミリ63丁稿本
題簸：後・三河國古蹟考下表紙：後・薄茶色無地
構成：目録1、本文60、蹟2（天保十五年八月阿波守
従五位下大津宿禰宣光）
刊記：羽田埜敬雄輯考（巻頭）。



備考：前表紙に「ホ四百十二二一」（貼紙）

XO355－031　　　　　　　　　　　　　　尾張
［尾張寺社記］

安政3（写）（1856）

143×204ミリ1巻1冊83丁写本
題簸：原・尾張寺社記修験山伏附全表紙：後・薄茶
色無地
刊記：持主忠蔵・添主本守院目英（最終丁）、此書五味

楊州所蔵也、文政二年乙卯夏楊州没後有故為余蔵距
今三十八年前也楊州名利通称彦兵衛、安政三年丙辰
八月十八目懐旧記之細野忠陳印。
印記：□蔵書・尾張細埜氏記・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ四百十二二三」（貼紙）

XO355－032（1）　　　　　　　　　　尾張・名所記

［尾張八丈　1］

（1857年）

238×169ミリ3巻3冊（1冊に合綴）71丁写本
題籏＝原・尾張八丈表紙：原・薄茶色無地

構成：序1（文政十年国衙社宮浄蓮社群彦）、目録1、

本文69
印記1要斎珍蔵・要斎蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ四百十二一五」（貼紙）

尾張XO355－032（2）

［尾張八丈　2］

（1857年）

写本

XO355－032（3）　　　　　　　　　　　　尾張

［尾張八丈　3］

安政4（写）（1857）

写本
刊記：右尾張八丈元本四冊今抄写為一冊安政四丁巳
仲冬要斎識（要斎印）。

備考：後ろ表紙見返しに三井文庫での考証（貼紙）あ
り。

XO355－033　　　　　　　　　　　　　　尾張

熱田瑞籠抄

安政4（校合）（1857）

174×130ミリ1巻1冊16丁写本
題籏：原・熱田瑞籠抄表紙：原・薄茶色無地

刊記：以奥村氏蔵本校之朱墨是也、安政丁己孟夏十
四目夜忠陳（要斎印）。
印記＝要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3・三井文庫。

備考：内題は「熱田神擁紗」。三井ラベル「C239・新・

58」

XO355－034（1）　　　　　　　　　　　　尾張

［尾張古城志］

安政4（写）（1857）

241×165ミリ2巻2冊（1冊に合綴）21丁写本
題籏＝原・尾張古城志尾張人物志表紙：原・薄茶色
刷毛目

誌地3〔260〕

嘉永6（写）（1853）

234×168ミリ2巻2冊（1冊に合綴）15丁写本
題籏：原・尾張風土記残編尾陽侯記附表紙：原・紺
色無地
構成：本文14、遊紙1

刊記：右一巻以伊勢長官蓮明院家本写之畢為袖珍可

秘者也権少外記中原清職判文亀元年辛酉五月十
三目（中略）嘉永六年癸丑中元細野忠陳写（要斎印）

朱書以一本校合安政六年己未九月十四日忠陳又識、

一本併之民部省図帳残閾為一冊別写之而蔵己未十二
月。

印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ四百十二1二」（貼紙）

XO355－027（2）　　　　　　　　　　　　尾張

［尾陽侯記付］

嘉永6（写）（1853）

12丁写本
刊記：朱書一本服部豊定写之右尾陽侯記ハ丹羽郡
大赤見村服部弾輔か家にもち伝候之古写本なるを天
保五年の三月末にかり得て写し終りぬ岡田六兵衛康
禮、嘉永六年癸丑七月細野忠陳写（要斎印）、本文迂
回の処ハ陳少しく潤色して写す。

XO355－028　　　　　　　　　　　　　　尾張

尾張寺社集古目録
嘉永6（写）（1853）

240×171ミリ1巻1冊15丁写本
題籏：原・尾張寺社集古目録表紙：原・藍色無地

構成：目録1、本文14
刊記：嘉永六年十月十一目朝要斎忠陳（要斎印・10丁
メ）。

印記：要斎蔵書・要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考；前表紙に「ホ四百十二・三九」（貼紙）。

XO355－029　　　　　　　　　　　　　　尾張

尾府聖堂記

安政2（1855）

239×171ミリ1巻1冊29丁写本
題簸1原・尾府聖堂記表紙：原・薄茶色無地

刊記：安政二年乙卯八月七目明倫堂典籍細野忠陳謹
職、此私考もとより定説としがたし更に尋繹して改正浄

写すべし忠陳文浅。
印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ四百十二二六」（貼紙）。

XO355－030　　　　　　　　　　　　　　尾張

熱田大宮記
安政3（写）（1856）

238×171ミリ1巻1冊13丁写本
題簸：原・熱田大宮記表紙：原・薄茶色無地

刊記：右一巻者大原真人美城著述而令授大宮司藤原
季和君処松岡助興貸之秘蔵予□見之則繕写而以為家
宝者也干時寛政第七乙卯季二月吉辰尾張宿禰連宴
（花押）、文化十年酉十二月七目写信風蔵書、安政三
年丙辰十二月五日写焉細野忠陳（印）。
印記：要斎珍蔵・宗辰所集・三井家3。


